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中小企業家の見地から展望する日本経済ビジョン

はじめに
　今、日本経済は、さまざまな構造的問題を抱えています。長期停滞、格差の拡大、グローバル競争の激化、
環境・エネルギー制約、少子化・高齢化、財政赤字、地域の疲弊などです。これらの問題を解決するために、
日本経済の構造的・質的な転換が求められています。
　私たち中小企業家同友会全国協議会（略称・中同協）は、1969年の設立以来、自助努力による経営の安定・
発展と、中小企業をとりまく経営環境を是正することに努め、「国民や地域と共に歩む中小企業」をめざし
て活動を続けてきました。私たちは、日本経済がさまざまな課題を克服し、持続可能で健全に発展する道
を切り開き、豊かな国民生活が実現することをめざして、以下のとおり日本経済ビジョンを提案し、多くの
方々と連携して実現をめざしていくことを呼びかけるものです。

1．中小企業家の見地から展望する日本経済の7つの発展方向
（1）多様な産業の存在と中小企業が発展の源泉となる日本経済を築こう
　多様な産業や多様な中小企業の存在が、個性豊かな国民生活を保障します。中小企業が元気になり活性
化することが、経済の健全な成長をもたらします。特定産業への過度な依存から脱却し、多様な産業を基
礎とした安定した日本経済を築きましょう。

（2）持続可能な経済社会づくりのための内需主導型経済をつくろう
　安定的で強靭な体質の日本経済を築くためには、内需主導型日本経済をめざすことが重要です。個人消
費増大による国内市場の安定的拡大と質の転換を図るとともに、日本経済がつくり出した富や経済力を国民
のために生かす社会システムをつくりましょう。内需主導型経済をつくるため、地域や中小企業が主役とな
り、草の根から活性化するような日本経済をめざしましょう。

（3）地域内循環を高め、地域資源を生かした地域経済の自立化をめざそう
　地域内で資金やモノが繰り返し投資され雇用も生み出される地域循環型経済をめざしましょう。中小企
業の連携力を強化し、地域経済・産業の自立化を図りましょう。地域内循環や多様な地域資源を活用した
仕事づくり、創業を促す環境をつくりましょう。

（4）エネルギーシフトで持続可能な社会をめざそう
　「エネルギーシフト」は持続可能な社会づくり、環境保全型の社会づくりの要となります。
　地域のエネルギー自給率を高め、地域循環型の経済社会づくりや自立的な地域づくりを進めましょう。

（5）誰もが人間らしく学び、働き、生きることができる働く環境をつくろう
　企業規模や性別、地域、雇用形態、国籍、年齢、障害の有無などによる不合理な格差のない働く環境を
めざします。「人間らしく学び、働き、生きる場」として選ばれるような企業づくりをめざしましょう。若
者が学校から企業へ就職する仕組みの改善を図りましょう。

（6）大企業の社会的役割・責任が十分に発揮される社会を築こう
　日本経済の発展を図るために、大企業の社会的役割・責任が十分に発揮されるよう、特に地域経済や中
小企業の発展に対する協力・貢献を明確に位置づけましょう。取引や競争などで公平で適正な条件・ルー
ルが整備され、共存することがお互いに利益となるような社会をつくりましょう。
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（7）成熟社会とグローバル化に対応する新しい仕事づくり・産業づくりをすすめよう
　今後、アジアをはじめ世界各地に豊かな階層が大量に出現することが見込まれます。世界の人々に歓迎
される製品のクオリティーとデザイン、ブランド力の獲得をめざしましょう。さまざまなネットワークを柔
軟に築き、経営資源を有効活用して新しい仕事づくり・産業づくりを進めましょう。

2．ビジョン実現に必要な5つの政策―財政と投資の流れを内需拡大型に
（1）中小企業憲章を国民に広げ根づかせ、その内容を実現しよう
　中小企業憲章を国民の総意とするため、国会決議をめざしましょう。首相直属の「中小企業支援会議（仮
称）」を設置し、省庁横断的機能を発揮して、中小企業を軸とした経済政策の戦略立案等を進めること、中
小企業担当大臣を設置することをめざしましょう。

（2）産業の進化と多様化で新たな発展軌道へ―雇用不安の克服を
　産業の進化と多様化で新たな発展軌道を築き上げることをめざし、新しい事業・産業を生みだす土壌と
なる中小企業が活躍できるよう、国を挙げて支援していきましょう。また、産業の発展とともに、雇用が増
え、賃金が上昇していくメカニズムの確立をめざしましょう。特に雇用の多数を抱える中小企業で賃上げが
可能となるような政策を進めていきましょう。
　第四次産業革命による技術の進歩が社会全体の向上に結びつくよう中小企業が的確に対応していくため
の政策的支援を進めましょう。

（3）公正な税制の実現、財政改革と国民生活の基盤の安定を
　公正な税制を実現し、負担すべき力のあるものがしっかりと負担する税制を構築しましょう。また、財政
の内容を生活安定優先の内需拡大型に向けた運営へ転換し、経済の好循環をつくり出すことにより、安定
的な財政運営で財政再建を進めましょう。

（4）社会基盤整備をどのように進めるのか―防災重視・地域密着型の社会資本整備へ
　生活基盤整備・環境保全・防災重視の「地域密着型公共事業」を推進し、中小企業の仕事づくりにつな
げましょう。人口や産業の減少を都市問題解決の機会ととらえ、人々の生活の質の維持・向上を図りましょう。

（5）中小企業憲章の理念を世界に発信し、経済の安定と活性化のための国際市場ルールの確立を
　経済のグローバリゼーションが進む中、国際的な経済活動のルールが求められています。中小企業を国
の経済政策の中軸にすえる中小企業憲章の理念を世界に発信しましょう。

おわりに～ 21世紀型中小企業づくりで「日本経済ビジョン」実現の力に
　「日本経済ビジョン」を現実のものにし、真に中小企業が主軸となるような経済に変革していくために、
私たち中小企業も「21世紀型中小企業づくり」―に取り組みながら地域で仕事と雇用をつくり、自ら景気を創
る気概をもち、1社1社が中小企業発展のモデルとなっていくことをめざします。

以上

1　�私たちの考える 21世紀型中小企業とは、第 1に、自社の存在意義を改めて問い直すとともに、社会的使命感に燃えて事業活動を行い、国民と
地域社会からの信頼や期待に高い水準で応えられる企業。第 2に、社員の創意や自主性が十分に発揮できる社風と理念が確立され、労使が共に
育ち合い、高まり合いの意欲に燃え、活力に満ちた豊かな人間集団としての企業。



中同協設立50周年　同友会運動の将来展望（10年ビジョン）
　中小企業家同友会全国協議会設立50周年を迎えた今、私たちは先人の努力によって確立された同友会理
念の先進性と普遍性に確信を持ち、ここに同友会運動の将来展望を提起します。
　将来を展望するにあたっては、私たち自らが同友会理念の体現者となることを希求し、同友会理念を会
内外に広め、その具現化のために強靭な組織の構築に取り組みます。また、経営努力を強めるとともに、そ
の努力が報われ、すべての人々がその持てる能力を発揮できる社会環境をつくるため、諸課題の解決に向
けて世界的な視野と視座で考え、地域に立脚して取り組むことをここに表明し、以下の取り組みを進めます。

1．一人ひとりのすばらしさが発揮できる企業づくりをすすめます
私たちは、地域や社会になくてはならない企業、社員が生きがいと働きがいを感じ、能力が発揮できる

企業づくりをすすめ、豊かな社会を築きます。
　そのために、私たちは経営者に要求される総合的な能力を身につける努力を重ねるとともに、社員を最も
信頼できるパートナーと位置づけ、労働環境を整備し、生産性の向上を図ります。
　また、すべての中小企業家が「人を生かす経営」に基づいた経営指針の成文化と実践に取り組める環境
を整え、地域においては、教育機関や行政などとも連携して、活力ある中小企業の姿が見える活動を通じ
て人材育成に寄与します。

2．中小企業憲章の精神を体現し広めます
　私たちは、中小企業憲章の冒頭で謳

うた

われている、「中小企業は、経済を牽引する力であり、社会の主役で
ある」という役割を自覚し、自主的・主体的取り組みを通じて自ら体現するとともに、その中小企業の位置
づけを地域・社会に広めます。
　その取り組みを促進するためにも、全国各地で中小企業振興基本条例の制定と活用の運動をすすめ、地域・
社会の維持・発展をめざして行政や住民、幅広い分野の団体とともに地域活動に取り組みます。

3．強靭な組織をつくります
　私たちは、中小企業と同友会運動の発展のために、より多くの経営者を招き入れ、全国各地で主体的に
同友会運動を実践する担い手を増やすとともに、企業数対比組織率5％をめざします。
　その実現のために、人と人、人と組織をつなぐ役割をもつ各同友会の基礎組織としての支部・地区会等
の強化をはかるとともに、ITをさらに活用して力強く運動をすすめるための新たなしくみづくりに挑戦し
ます。
　あわせて、主体性をもって運動に携わる事務局体制の強化・安定をはかるために、事務局員の採用・育成・
定着のための新しい機能の具体化を進め、強靭な組織基盤を築きます。

4．同友会理念を実践し、世界へ発信します
　私たちは、同友会運動の進展の中で、同友会理念に基づく経営のあり方は、国や地域・時代を越えて共
有できるものであり、様々な社会的な課題の解決に臨む際にも通じる普遍性があることを実感してきました。
それは例えば、障害をもつ人々を取り巻く諸問題への取り組みであり、女性のちからを広く社会で発揮する
環境づくりであり、近年では、持続可能な日本と地域を次代に残すため、「中小企業家エネルギー宣言」を
発表し、経営実践と社会的連携を通じて全国津々浦々で取り組んでいるエネルギーシフトの推進などです。
　このように実践を通じて培ってきた同友会理念は、いま、世界的な観点で取り組まれている「持続可能
な開発目標（SDGs）」の中にも多くの共通項が見出せるほどの普遍性をもっています。
　私たちは、あらためて同友会理念の体現者をめざし、あわせて、企業活動や生活基盤である地域から、
自治体、国、世界へと同友会理念を発信し、世界の潮流と連帯します。

2019年7月5日
中小企業家同友会全国協議会　第51回定時総会



　

～�コロナ禍における中同協の活動（新型コロナウ
イルス対策本部）

　2020年度は、政府の新型コロナに対する緊急事態宣言では
じまり、終息が見通せないまま日常生活を含むあらゆる活動が
変化しました。そんな中、中小企業や地域経済への影響はか
つてなく大きく、社会のあり方も変わろうとしています。
　中同協としては2月に「中同協新型コロナウイルス対策本部」
（以下、対策本部）を設置。状況に合わせて本部方針（4月、7月、
12月）を発表し、以下のような活動を行いました。
　各同友会では活動が休止状況に陥る事態がありつつも、会
員や事務局の声かけや小グループ活動を通じて、創意工夫し
ながらポストコロナへ向けた変革を促す取り組みも行われまし
た。また、わかりやすい支援施策発信や経験交流の場づくり

など、事務局の献身的な対応が高く評価されました。
　本節では、中同協としての対応を概観し、詳細は総会当日
配布する議案集に掲載する予定です。

1．�「活動を止めない」「1社もつぶさない」対策
本部方針のもとに情報交換の場

　中同協では対策本部を2月に設置して、3月に「新型コロナ
ウイルスの中小企業への影響調査」および「同友会運動に与
える影響調査」を行いました。実態を踏まえた上で、4月13日
に「緊急事態宣言対策会議」を開き、第1回目の対策本部方針
を発表しました。その後、感染拡大が長期化する中で、7月と
12月にも方針を発表しました。
　対策本部では情報交換の場を設け、現状を出し合い課題を
明確にして進めようと、①事務局間の情報交換の場、②役員
の情報交換の場、③会員間の情報交換の場をつくりました。
　これらは年度を通して各ブロックや e.doyu の「コロナに負
けない全国掲示板」などでも継続的に取り組みを進めました。

　昨年度は新型コロナウイルス（以下、新型コロナ）が世界
中の経済・社会に深刻な打撃をもたらし、多くの中小企業が
かつてないほどの危機に直面しました。各同友会・中同協は
これまで蓄積されてきた教訓やお互いの活動にも学び合い、
さまざまな活動を積極的に展開し、未曾有の難局に立ち向かっ
てきました。2020年度の主な特徴は以下のとおりです。
①�危機の中、会員同士が連帯の精神を発揮し、現状を語り合
い、知恵を出し合い、励まし合う活動に力を注ぎました。「1
社もつぶさない」「雇用を守り地域を守ろう」との取り組みは、
会内外から多くの共感が寄せられました。
②�多くの会員の実践から「人を生かす経営」こそが困難を乗
り切る一番の力であることがあらためて明らかとなりまし
た。確固とした理念を持ち、全社一丸の体制を築いている
企業は、危機の中でも対応が早く、事業の再構築や他社と
の協力・連携などにもつながりました。
③�「活動を止めない」を掲げて、会合のオンライン開催など

も素早く対応し、新たな活動スタイルの構築に積極的に取
り組みました。多くの団体が活動を休止せざるを得ない中
でも活動を継続し、会員の拠り所として存在意義を一層高
めました。
④�同友会のネットワークを生かし、会員企業の支援、新商品・
サービスの開発などの取り組みを推進しました。
⑤�施策情報、新型コロナウイルス関連情報、経営関連情報な
どを積極的に発信し、企業での対応を呼びかけました。多
くの会員から「大変役に立った」などの声が聞かれました。
⑥�調査活動で中小企業の実態・声を集約して政策提言を実施
し、多くの提言・要望が施策に反映されました。行政・金
融機関・他団体との連携が一段と進みました。
⑦�以上のような活動が、同友会運動に対する会内外からの期
待・信頼を大きく高めた結果、未曾有の危機の中にあって
も退会者は前年並みに留まりました。生き残りをかけて経営
課題解決のために積極的に入会する方もいる一方、対面で
の活動が制約される中、多くの会外の経営者に同友会の活
動や企業づくりの取り組みの重要性を広げる点は今後の課
題となっています。
以下、第1節は中同協新型コロナウイルス対策本部の活動を

中心に、第2～ 4節は各同友会の活動を中心に振り返ります。

3．中同協�第53回定時総会議案

2020年度をふりかえって第１章

はじめに
（2020年度の運動の特徴）

１社もつぶさない！
雇用を守り、地域を守る第1節



（1）　事務局間の情報交換の場
　「例会、役員会」「事務局の働き方などへの対応」「各種支援
策や政策要望・提言」「全国事務局情報交換会」「同友会とし
てのBCP」などをテーマに8回開催し、のべ214名が参加しま
した。感染拡大下での活動のあり方やオンライン上での活動
への不安を出し合い、国や自治体の支援制度や事務局のテレ
ワーク環境の整備などについても情報交換を行いました。
　後半にはブロックの事務局長会議が頻度を上げて開催され、
従来のように活動が行えない中で、各同友会の創意工夫した
活動を情報交換し、励まし合う場となりました。

（2）　役員の情報交換の場
各ブロックで中止・延期としていた代表者会議などを、4月

の正副会長会議で具体化し、オンラインで実施。中同協とし
て臨時幹事会も行いました。またすべての委員会・連絡会を
オンラインで実施しました。いくつかのブロック代表者会議は
頻度を上げて行い、前半は活動のあり方について意見交換し、
後半はいかに会員増強を進めるかなど運動を進める取り組み
を話し合いました。

（3）　会員の情報交換の場
昨年の4月から e.doyu の「全国掲示板」を「コロナに負けな

い全国掲示板」としてリニューアルし、「商品・サービス情報」「経
営や仕事のお悩み知恵袋」「例会などイベントについて」など
のカテゴリーで情報交換が行われています。

2．�緊急事態時における企業づくりの柱や BCP
の提起

　リーマンショックや東日本大震災時の教訓や経験をもとに、
経営者の姿勢を示し、雇用を守り全社一丸となって難局を乗
り越えるために、経営指針の見直しや企業づくりの方針などを、
4回にわたり会長談話で呼びかけました。
　中同協では7月以降の方針として、「『激動をよき友に』運動
推進を～ポストコロナを見据え、変化を先取りした変革を」を
スローガンに、8つの企業づくりの柱と5つの同友会の活動の
柱を提起。「同友会の英知を集め、総力をあげて『コロナショッ
ク』を乗り切りましょう」と呼びかけました。
※�ここでいう「ポストコロナ」とは、新型コロナ感染拡大以前
に対して、社会変容が始まる感染拡大期およびコロナ終息
後を含む時期を指しています。

（1）　企業づくりの方向性
対策本部で新たに提起した企業づくりの8つの柱①危機を乗

り越える経営姿勢、②財務対策・資金手当て、③経営方針や
経営計画見直し、④新たな仕事づくり、⑤採用と教育、BCP
策定、⑥「見える化」と情報発信、⑦会員間ネットワーク強化・
活用、⑧雇用を守り、全社一丸となって黒字化は、各委員会
などで該当する課題を深め、経験交流しました。

（2）　事業継続とポストコロナのための学びの場を
中同協として「すべての会員が学べる環境をつくり、さらに
学ぶ輪を広げる」ことを呼びかけ、継続すべき活動の実施や
動画ツールの活用、万能型BCP策定など5点について提起し
ました。
　7月に「小さな同友会でも対応できる万能型BCP策定チーム」
を発足。10月に「小さな同友会でも対応できる万能型BCP策
定の手引き」を発表しました。これは企業のBCPを考える上
でも有効です。

3．�会員の声（調査）をもとに政策要望・提言な
ど情報創造・発信

　中小企業の危機にあって、中同協では5次にわたる経営への
影響調査をもとに、7次にわたる国への緊急要望・提言を発表
しました。省庁や政党との懇談で会員の声を届ける中、国会
論戦でも「1社もつぶさない」「雇用を守り地域を守る」などの
キーワードが飛び交い、中小企業を守る施策が次々と打ち出
されました。

（1）　経営への影響調査と国への緊急要望・提言
5次にわたり実施した「新型コロナウイルスの中小企業への

影響調査」では、マイナスの影響が「出ている」「懸念される」
と回答した企業が8割を超えるなど、中小企業に大きな影響を
与えていることが明確になりました。その影響は飲食業や観
光業に留まらず、広範囲に及んだことから、寄せられた意見
や要望をもとに、昨年3月～今年2月にかけて7次にわたる国へ
の緊急要望・提言を発表し、中小企業庁や政党、団体などと
懇談しました。
　緊急事態時にどのような支援策が有効であるか、休業補償
はどのくらいを目安にするべきかなど、具体的な意見交換を行
いました。
　回を重ねることで、「中小企業憲章」や同友会への認識を広
げ、「中小企業再編」の問題点なども話し合われました。

（2）�ポストコロナ社会へ向けた企業経営と同友会活動の研究
と発信

　新型コロナで中小企業や地域経済が大きな影響を受け、社
会のあり方が変化していく中、中小企業や同友会として変化
を捉え、対応していくために、9月から対策本部としてポスト
コロナ社会へ向けた研究を開始しました。
　2020年度は研究者や省庁の専門官などを招いて6回の研究会
が開かれ、中小企業や同友会をめぐる環境の変化と同友会が
進めてきた企業づくりの確かさや課題などについて意見交換
しました。

（3）　情報創造・発信の取り組み
中同協ホームページDOYUNETに「新型コロナウイルス関
連」カテゴリーを設けて、施策情報や国への政策要望・提言、



会長談話などを掲載し、メールマガジン「DoyuNews」では
「激動をよき友に～コロナに対応する中小企業」の連載を開始。
中同協公式YouTube チャンネル、中同協公式 LINE、「コロ
ナに負けない応援ブログ」を開設し、情報創造・発信の強化
に努めました。
　また、1995年以来活動を休止していた中同協対外委員会が、
省庁や団体、政党、金融機関などとの関係強化に向けて再開し、
具体的な対応について検討を開始しました。

4．�全国会合や交流会でのオンラインの活用とガ
イドライン作成

（1）　一気に進んだオンライン会議システムの活用
中同協の会合や交流会は全般にわたってオンライン会議シ

ステム（Zoom）を活用しました。
　幹事会や専門委員会・連絡会をはじめ、7月の定時総会、9
月の青年経営者全国交流会、10月の役員研修会、11月に延期

した女性経営者全国交流会もオンラインで実施し、新たな活
動スタイルをつくりました。
　時間や距離、経費の壁を越えて参加しやすい環境をつくる
ことができ、役員会・委員会の参加者数が増え、オンライン
の活用が今後も期待されています。またオンライン化に伴い、
案内や資料などのペーパーレス化も進みました。
　また、中同協として200名以下の規模の同友会にオンライン
会議システムの導入を支援しました。

（2）　開催判断や運用のガイドラインの策定
各同友会でもオンラインの活動が進む中、リアル開催やオン

ライン会議のあり方について基準を設けることが求められ、中
同協では「新型コロナウイルス感染拡大時における中同協の
会議・行事・会合の開催判断のガイドライン」や「オンライン
会議の有用性・可能性および運用のガイドライン」を作成し
ました。

　
　
　
～コロナに負けない「全社一丸」の経営

1．�どんな困難にあっても経営を維持・発展させ
ましょう

　2020年度は非常事態時の方針として8点を提起し（第1節2の
1参照）、各企業での取り組みを呼びかけました。各同友会や
中同協は、新型コロナの影響で活動が制約される中、創意工
夫を凝らしてさまざま活動を積極的に展開してきました。

2．�「活動を止めない」で、事業継続とポストコ
ロナのための学びの場を

　各同友会では「活動を止めない」ためにリアルの会合だけ
でなくオンラインやハイブリッド形式など、新たな形を模索し
ながら、企業存続に向けた学びの場づくりに取り組みました。

（1）　事業継続のための学びの場
①�各同友会では、会員同士が率直に現状や悩み、実践などを
交流する機会がつくられました。例会や役員会などで経営
を語り合い、学び合い、励まし合う中で危機を乗り越える
経営姿勢を再確認する機会となりました。コロナ禍を乗り
切るために、人を生かす経営（「労使見解」）が重要である
ことをさまざまな場面で呼びかけ、実践を交流しました。
②�財務対策・資金手当ての面では、会員に資金手当てを呼び
かけるとともに、行政・金融機関などの関係機関や会員専
門家に力を借りながら、融資や給付金・助成金のセミナー、
経営基礎講座などを開催しました。また、「コロナNEWS」
など経営や感染対策に役立つ情報を迅速に発信しました。

その結果、同友会会員企業は一般の企業に比べて資金繰り
に余裕があるとの調査結果も出ています。

【実践事例①：北海道】会員企業の実態をヒアリング～コロナ
対策の取り組み
③�多くの企業で事業の見直しが求められる中、経営計画見直
し講座などが多くの同友会で実施されました。また、「コロ
ナレポート」を活用し、自社の事業の見直しにつなげる活
動も進められました。例会や役員会などで同レポートに基
づいて自社の取り組みを報告する中で、自社を見つめ直し、
新たな事業につなげた事例なども生まれました。

【実践事例②：宮城】コロナショックを乗り切る経営計画見直
しの取り組み
【実践事例③：香川】「コロナレポート」を活用した企業変革の
取り組み
④�会員専門家による経営相談活動なども行われました。会員
の社労士・税理士による個別相談会、オンライン相談会な
どが行われました。

【実践事例④：京都】コロナショックを乗り切る！カフェミー
ティング
⑤�会員間の経済交流促進のためのサイト開設、Zoom展示会の
開催、オンラインでの農と食の交流会、飲食店のテイクア
ウト情報の発信など、会員企業の連携・連帯を促進する取
り組みも活発に行われました。活動の中から会員企業同士
の取引や連携事業も生まれました。

【実践事例⑤：東京】Zoom を使った展示会「ビジネス
WAVE」を開催
【実践事例⑥：滋賀】企業連携で地域医療を支援
【実践事例⑦：福岡】新たにサイトを立ち上げ会員交流を推進
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（2）　企業づくりの活動
①�コロナ禍の中で先行き不透明感は高まり、経営指針の確立・
実践の重要性が増しています。経営指針を確立・実践して
いる企業は、コロナ禍の中でも迅速な対応ができました。多
くの同友会で経営指針成文化セミナーや「経営指針を創る
会」、「経営指針実践塾」などが開催され、状況により開催
形式を変えながら、創意工夫を凝らして会員同士が真摯に
学び合いました。経営指針の取り組みや社員教育などで企
業変革支援プログラムの活用も進められました。中同協は
11～ 12月を「ステップ1」の e.doyu 登録強化・普及月間、2
～ 3月を「働く環境づくり強化月間」として取り組みました。

【実践事例⑧：香川】本質的な学びと実践を～企業変革支援プ
ログラムの取り組み
【実践事例⑨：熊本】経営指針を創る会をオンラインで開催
②�ポストコロナに向けた企業経営の方向性を考える例会やセ
ミナーなども多くの同友会で開催されました。「コロナに負
けない」などをテーマに会員企業の実践から学び合いまし
た。
③�経営研究集会や経営フォーラムなど全県的な学びの場も中
止することなく開催。従来とは異なる条件下での開催でした
が、大きな学びの場となるとともに、会内外に同友会の取り
組みを周知する機会ともなりました。経営フォーラムウィー
クと称して数日間にわたって分科会を開催するなどの取り
組みも見られました。

【実践事例⑩：青森】支部単位で会場を設けて経営研究集会を
オンラインで開催
【実践事例⑪：鹿児島】ニューノーマルに対応した学びの場
④�危機的状況の中、社内に共に育つ精神を広げていくことが
一層重要になっています。各同友会では、社員教育の各種
研修・幹部と共に学ぶ共育塾・同友会大学などをリアルや
オンラインなど状況に応じて開催方法を検討して実施しま
した。各社で実施できる新入社員研修テキストの開発、学
校の教員の研修受け入れ、インターンシップなどに取り組
んだ同友会もありました。

【実践事例⑫：愛知】紙面を通して新社会人にエール

⑤�採用・就職活動では企業も学生も手探りが続く中、地域に
若者を残し育てる運動として共同求人活動が各地で取り組
まれました。合同企業説明会の開催（リアル、オンライン）、
企業紹介誌・企業紹介動画の制作、大学・高校等の授業へ
の講師派遣・協力などが、地域の学校や関係機関とも連携
して進められました。中同協は中小企業の魅力を発信する
場として「学生と先生のための中小企業サミット」（55社参
加）を開催しました。

【実践事例⑬：宮城】地域全体で若者を育てる
【実践事例⑭：山形】今こそ企業の魅力を発信する
⑥�真の共生社会を築くことをめざして、各同友会では障害者
問題委員会などによる活動が進められました。実践企業の
事例に学ぶオンラインセミナー・学習会、誰もが生きがいを
もって働ける企業づくりの実践集の発刊、特別支援学校の
見学・懇談会、「障がい者お仕事体験ナビ」の作成、行政・
関係団体との連携の強化などが取り組まれました。

【実践事例⑮：静岡】特別支援学校と交流会を開催
⑦�世界的に持続可能な社会づくりが大きな課題となる中、い
くつかの同友会では SDGs（持続可能な開発目標）の学習会
やワークショップなどが開催されました。中同協環境経営
委員会が実施した同友エコ・環境経営・SDGsアンケートに
は1,304社が回答、約55%の企業が環境経営に取り組み、約
13%の企業が SDGs で自社のゴール（目標）番号を設定し
て取り組んでいる結果となりました。
⑧�中同協の各専門委員会はオンラインを中心に開催し、各同
友会の取り組みなどを交流。コロナ禍の中での活動のあり
方などを学び合いました。中同協は「人を生かす経営オー
プンセミナー」（オンライン・サテライト形式）を開催し、
45同友会・中同協から約750名が参加。人を生かす経営の実
践こそ難局を乗り切る最大の力になることを確認しました。
⑨�各同友会でオンラインの活動が広がる中、それに対応でき
ない会員への対策が課題となっています。また新型コロナ
の影響が長期化する中、資金確保・返済などの財務対策、
中長期も踏まえた事業見直し・再構築のための学びの場づ
くりなどが今後の課題となっています。

　

　中小企業憲章閣議決定から10年。新政権下では中小企業の
生産性や再編が議論され、昨年12月に「成長戦略会議」の「実
行計画」が発表されました。
コロナ禍は、経済活動のみならず社会に大きな変化をもた

らし、企業や地域は危機に瀕しています。そんな中、各同友
会では経営への影響調査やコメント、奮闘する会員の実践な
どを発信し、報道機関でも大きく取り上げられました。また、
各地で自治体や金融機関と懇談を行い、中小企業を守り、雇

用を守り、地域を守る取り組みが広がってきています。
【実践事例⑯：三重、長野】金融機関との連携
　会内では、緊急施策や制度の学習会を実施、動画やニュー
スなどを配信して会員一人ひとりへの声かけを行いました。
　「同友会が一番早くわかりやすく施策情報を提供してくれ
た」など会員から同友会への信頼が高まっています。

1．�経済の基盤である中小企業存続のための政策
要望・提言活動を強める

　昨年度の政策・調査活動では、第1～ 5次経営への影響調査
の結果をもとに1～ 7次緊急要望・提言を発表。中小企業庁や
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政党・会派と懇談を行い、関係を強化してきました。
　緊急要望・提言では、緊急融資制度や給付金制度、雇用調
整助成金の特例措置などの確立と延長、迅速な対応を要望し
つつ、ポストコロナに向けた長期資本性ローン制度の拡充や
伴走支援型融資なども提言しました。
　6月の政策懇談会、緊急要望・提言などをもとに7回にわた
る政党との懇談を実施。2021年度税制大綱前には与野党から
ヒアリングを受けました。緊急施策や金融問題などで、中小
企業庁との関係を強化しています。また、中小企業再編問題
では、中同協として憲章本部・政策委員会合同会議などで学
習を深めつつ、論点を整理し、「新政権への期待」（9月）や「『中
小企業再編論』に対する見解」（3月）として会長談話を発表
しました。「中小企業家しんぶん」に研究者の報告を連載する
など学習も呼びかけています。
　各同友会でも経営への影響調査の活動や政策要望・提言活
動を行い、自治体独自の支援制度などが実現しています。一方、
コロナ禍で中小企業振興基本条例が機能したかなど、これま
での活動が問われています。
　影響調査では、地域分散型社会への期待が広がる一方で、
人口減少や地域経済の疲弊が加速するとの危機感もあり、自
治体や行政機関から同友会へのヒアリングや政策相談も増え
ています。
　各同友会ではコロナの緊急施策の学習会やわかりやすく解
説したニュースやコンテンツの配信などが行われました。会員
からは「同友会からの発信に助けられた」との声も聞かれて
います。中同協の調査でも金融環境が改善したと回答する会
員企業が増えています。
　従来の自治体や金融機関と同友会とのつながりを生かして、
会員の声（調査）をもとにした発信が、自治体や報道機関に
も訴求力を持ち、中小企業への具体的な支援につながってい
ます。
【実践事例⑰：岡山】中小企業再編論の学習
【実践事例⑱：長崎】条例制定自治体で国より早く家賃補助制度
【実践事例⑲：北海道、東京、滋賀、京都、広島、福岡、長崎、
大分、鹿児島】同友会のホームページでコロナ関連施策の解説
【実践事例⑳：愛知、広島】会員企業の調査や発信、自治体と

連携した支援策

2．地域社会を維持する連携を広げる
コロナ禍で「消滅可能性都市」（2040年までに896自治体）

で人口減少が加速する傾向にあり、中小企業と地域の連携し
た取り組みが期待されています。地域のレジリエンス（回復力・
復元力）が試されており、会員が核となった地域事業の創出
や取り組みが進んでいます。これらは中小企業振興基本条例
の具体的な取り組みでもあり、将来につながるものとして期待
されています。
【実践事例㉑：宮城】中小企業振興基本条例を生かす

○�「中小企業の日」「中小企業魅力発信月間」の取り組み
　各同友会では、7月20日の「中小企業の日」や7月の「中小
企業魅力発信月間」にシンポジウムや例会などを開催し、中
小企業の存在意義などを発信・共有しました。中同協では、「新
型コロナに負けない！政策懇談会」を開催。また、中小企業
の日には会長談話「私たちの使命に誇りを持ち、自助努力で
より素晴らしい存在へ！�～今こそ、自他ともに成長する機会」
を発表しました。
【実践事例㉒：奈良、山口、徳島、中同協】中小企業魅力発信
月間にシンポジウムなど開催

3．ポストコロナ社会を展望
　ポストコロナ社会を研究し、地域社会の変容なども想定し
た企業活動、地域活動のあり方を展望しようと、中同協では9
月からポストコロナ研究が行われ、3月までに6回開催されまし
た。
　各同友会ではポストコロナに向けた行政・金融機関などと
のネットワークを生かした研究が検討されています。
　また、SDGsを学び、エネルギーシフトなどをてこにして地
域内経済循環を図り、持続可能な地域づくりを推進する取り
組みが進んでいます。
【実践事例㉓：北海道、岩手、富山、愛媛】SDGsなどの学習
と企業実践へ向けた取り組み

　
　

　コロナ禍の中で非常事態の時こそ同友会の出番「1社もつぶ
さない！」と声をかけ合い、励まし合い、仲間づくりに取り組
みました。全国の会勢は4万5,593名で期首比▲1,874名となりま
した。新型コロナ感染拡大により同友会活動そのものがかつ
て経験したことのない事態に直面する中、オンラインの利活用
の推進や行事の開催方法を工夫するなど、活動を止めずに行っ
てきました。そのような中で仲間づくりを進め、7同友会が増

加の実績を残し、各同友会の役員や事務局員の困難に立ち向
かう力強さが示されました

1、�「活動を止めない」コロナ禍の同友会活動と
仲間づくり

（1）　コロナ禍の会員増強、仲間づくり
新型コロナ感染拡大の影響を受け、「命と健康を守る」「企

業と雇用を守る」、そして「地域を守る」との強い決意のもと、
同友会活動は絶対に止めず、オンラインを駆使するなどあら
ゆる手段や可能性を模索して、「危機の時こそ同友会」「孤独

同友会づくり第4節



な経営者をなくす」と声を掛け合い、仲間づくりを行いました。
各同友会では、長野＋25、島根＋11、佐賀＋9など7同友会が
純増。堅実に仲間づくりを行ってきた長野同友会や、全会員
の声かけで組織強化を図った佐賀同友会の取り組みなど仲間
を増やすさまざまな取り組みが展開されました。徳島が18年連
続、兵庫が14年連続、長野が3年連続で最高会勢を更新、また
島根（18年連続）と秋田（16年連続）は創立以来増勢を続け
ています。
　会員増強や活動の状況を数字で把握し課題と成果を認識す
ることや、減らさない組織づくりが進む一方、2020年度の入
会者は2,549名で入会率は期首会員数5.4％、退会者が4,379名で
退会率が9.2％となりました。コロナ禍の中で、退会率は9年連
続で10%未満となっています。
　中同協では、「激動をよき友に～今こそ同友会」をテーマに
2020組織強化・会員増強全国交流会（2020年8月20日）がオン
ラインで開催され、45同友会と中同協から334名が参加しまし
た。また、増強活動を支援するため全国の同友会・支部・地
区や市区町村の組織分析や地域分析などの基礎データを提供
しました。
【実践事例㉔：佐賀】全会員への声かけで組織強化
【実践事例㉕：長野】「同友会に出合えてよかった！」会員数目
標780名達成

（2）　活動・行事のオンライン利活用の進展
新型コロナ感染拡大の影響が長期化する中、感染リスクを

なくし、オンラインなどを活用しながら同友会運動を推進して
きました。オンラインの利活用で場所・距離・時間の制限がな
くなり、さまざまな会合や活動が増えてきています。また、所
属以外の同友会の活動行事へ参加する人も増え、オンライン
上での学びの機会は増えています。一方で、情報漏洩リスクや、
共有すべきマナーやルールの確立も課題となり、中同協や各
同友会ではガイドラインなどの策定も進められてきました。
【実践事例㉖：東京】コロナ対策とデジタル化の波を積極的に
活用して増強

（3）　支部・地区づくり、例会づくりの成果と課題
全国には、499の基礎的な組織である支部・地区（昨年度よ

り±0）があり、さまざまな活動が展開されました。全国の支
部・地区では、中はりま支部（兵庫）＋41、広島東支部（広島）
＋28、東神戸支部（兵庫）＋18、白河地区（福島）＋15となる
など増強が進展しました。
　新支部・地区づくりでは、山形同友会庄内支部の酒田地区会、
千葉同友会の白井支部が設立しました。
　各同友会では例会づくりにおけるさまざまな取り組みが実
践されています。コロナ禍の中で、各支部・地区では例会づ
くりを工夫し、オンラインでの開催のほか、ハイブリッドでの
開催など活動を止めずに行われました。オンライン例会では
全国から講師・報告者を呼びやすくなり、ほかの同友会から

の参加も増加、盛岡支部（岩手）では180名を9つのグ
ループに分けてミニ報告会を実施し支部の退会防止となっ

た事例も生まれました。また、オンラインでのグループ討論の
工夫なども進みました。一方で設営準備の手間やネット環境
による課題も出てきています。また、オンラインの会合にはな
かなか参加が難しい会員のフォローや感染対策の徹底ととも
に実際に会って学び合う場づくりも重要になりました。
【実践事例㉗：山形】酒田地区会設立
【実践事例㉘：千葉】白井支部設立
【実践事例㉙：岩手】オンラインでの小グループ学び合い活動

（4）　委員会・部会活動の成果と課題
各同友会の委員会・部会活動は、経営労働47同友会、社員

教育45同友会、共同求人44同友会、障害者問題41同友会、政
策40同友会、広報42同友会と活動の広がりを見せる一方で、
環境経営23同友会、企業連携21同友会に留まっています。経
営労働・共同求人・社員教育・障害者問題の人を生かす経営
を推進する各委員会の連携が、中同協はじめ各同友会でも行
われています。
　新型コロナ感染拡大の影響を受け、委員会・部会活動をど
う展開するかが課題となりました。オンラインの利活用で各活
動を開催、情報交換を行うなどの事例がありました。中同協
でも委員会の開催が増えました。

（5）　フォローアップと会員の定着の取り組み
コロナ禍の中でも、フォローアップ活動を止めないでオリエ

ンテーションを開催しています。宮城同友会では毎週火曜日に
オリエンテーションを「Welcome（ウェルカム）同友会」とい
う名称で開催。オンラインを併用しながらリアル参加を大切に
して、東日本大震災の経験も踏まえ「活動は止めてはいけない」
と「コロナ禍でつながれる場」をつくることを重視しています。
北海道同友会では事務局の電話ヒアリングによる「声の会員
訪問」を行いました。困った時に相談できる仲間がいることや
寄り添ってくれる事務局がいることの安心感をあらためて確信
しました。
【実践事例㉚：宮城】Welcome同友会の取り組み
【実践事例㉛：北海道】コロナ禍で光る同友会の値打ち

2．同友会型企業を地域に増やす取り組み
（1）　市区町村に広がる同友会
同友会の会員企業が存在する行政区は、全国1,896市区町村

のうち1,509市区町村（79.6%、昨年度より▲8）となり、空白
市区町村は20.4％です。市町村別増強では、姫路市＋18、長野
市＋17、苫小牧市＋12、京都市山科区＋12、酒田市＋10など、
286市区町村が純増しました。
　また組織率では、2020年4月に企業数を2016年の経済セン
サスのデータに更新し、2014年に約175万社だった企業数が約
163万社と減少しています。コロナ禍の中、中小企業の減少が



今後も懸念されます。各市町村における対企業組織率は、北
海道浜中町34.5％、北海道別海町26.7％、陸前高田市22.9％な
ど71市町村の組織率が10％（昨年度より▲4）を超えました。

（2）　広報・情報化とITツールの活用の活発化、e.doyuの活用
コロナ禍の中で、各同友会では機関紙（誌）やホームページ、
プレスリリースなどさまざまな取り組みが展開されました。ま
た、多くの同友会で、SNSやネットを利活用して、情報発信
に取り組みました。東京同友会では「コロナ対策ニュース」と
してメールやホームページ上で動画配信などを行い、広島同
友会では会員名簿をアプリ化し会員間の交流に生かしている
事例もありました。
　中同協でも、「中小企業家しんぶん」で情報発信に努めまし
た。また、e.doyuに「コロナに負けない全国掲示板」の設置、
DoyuNews では各同友会の力を借りながら「激動をよき友に
－コロナに対応する中小企業」のシリーズを掲載しました。
【実践事例㉜：東京】会員の役に立ち、励ます情報発信

（3）　青年経営者と後継者の育成
各同友会で青年部会がコロナ禍の中で先頭に立って「活動

を止めない」と挑戦しています。青年部のある同友会は43同
友会となっており、全国的に青年部活動のつながりが強くなっ
ています。第48回青年経営者全国交流会（2020年9月17～18日）
は愛知での開催が予定されていましたが、新型コロナ感染拡
大の影響もあり、6月に全面オンライン開催に切り替え、中同
協青年部連絡会の設営で「志高く集いし仲間と未来に挑む～
青年部50年の歴史を紡ぎ、今こそ同友会運動と企業経営は不
離一体の実践を～」をスローガンに行われ、45同友会および
中同協から約1,500名が参加しました。
　全国の39歳以下の会員数は4,737名（10.5％）　44歳以下の会
員は10,181名（22.5％）、49歳以下では17,806名（39.4％）となっ
ています。
【実践事例㉝：中同協】第48回青全交ONLINEの取り組み

（4）　女性経営者・女性会員の活力を生かす活動
女性部の活動も活発に行われ、女性部のある同友会は38同

友会となっています。第23回女性経営者全国交流会 from新潟
（2020年11月16日）は、当初予定されていた6月から11月に延期、
さらにオンラインでの開催と形式も大幅に変更となる中、「あ
い、語り、共に生きる。中小企業家の誇りを胸に」をメインテー
マに47同友会と中同協から713名の参加で学び合いました。
　中同協女性部連絡会では、2020年4月、2021年2月に女性部
連絡会委員を対象に「経営や日々の暮らしの影響アンケート」
を実施し、新型コロナでもたらされた変化とその対応、現状
への率直な声を集めました。また、仲間づくりと学びの広がり、
深まりの観点から女性会員数、女性会員比率、役員比率に着
目し、学びの輪を広げるとともに、女性リーダーが活躍する機
会の創出と、経営力・組織力向上の重要性を確認し合いました。

なお4月1日現在で全国の女性会員数は5,394名（11.9％）となっ
ています。
【実践事例㉞：中同協】第23回女全交 from新潟の取り組み

（5）　コロナ禍での連携した取り組み
コロナ禍の中、あらゆる業種・業態に影響が及んでいます

が、特に緊急事態宣言で営業時間制限の要請などを受けた飲
食業や、移動自粛要請による観光業などのサービス業が大き
な影響を受けました。各同友会では、飲食店支援の取り組み
DOYUEATS（香川）、山梨に暮らすすべての人が利用できる
コロナ対策サイト「やまなし応援隊」の開設（山梨）、飲食業
関連研究会の取り組み（愛知）、関東甲信越ブロックに連携を
呼びかけ東京同友会主催でオンラインビジネス交流を開催（東
京）などさまざまな取り組みが実施されました。
【実践事例㉟：香川】飲食店支援の取り組みDOYUEATS
【実践事例㊱：山梨】コロナ対策サイト　「やまなし応援隊」を
開設
【実践事例㊲：愛知】先を見据えた勉強会で明日への活力を～
飲食業関連研究会

3．組織強化をめざす取り組み
（1）　役員研修、役員の役割
同友会の役員・リーダーの責任と役割が極めて大きくなって
います。コロナ禍の厳しい情勢の中でも、企業経営と同友会
運動を不離一体として取り組み、広めていく「語り部」を担う
役員は、まわりを元気にしていきます。役員研修をオンライン
で開催した同友会も多くありました。
　第35回中同協役員研修会（2020年10月15日、オンライン）
には、22同友会・中同協より186名が参加しました。

（2）　事務局づくり
同友会運動の発展を支える事務局の労働環境や労働条件を

改善し、財政基盤を整備することが課題となっています。各
同友会では、労働環境や業務の改善など会員企業の取り組み
に学ぶ事例などがありました。中同協では、第2次事務局プロ
ジェクトを立ち上げ、財政、組織、事務局員育成の課題につ
いて論点を整理しています。
　各ブロックでは事務局長会議を開催するとともに、事務局
員研修交流会を関東甲信越、関西で開催しました。
　中同協でも全国新入事務局員フォローアップ研修交流会
（2020年8月7日）をオンラインで開催しました。
【実践事例㊳：中同協】全国新入事務局員フォローアップ研修
交流会

（3）　財政基盤の整備・強化
会員増強や今後の財政状況の見通しは不透明です。オンラ

インの会合の増加や移動の制限・自粛などが続く中で関連支
出は減少傾向ですが、収入の減少も懸念され、今後の財政の



あり方も課題となっています。財政の見通しをシミュレーショ
ンする同友会も出てきています。

（4）　役員・事務局員の世代交代への計画的な対応
　事業承継が企業における大きな経営課題となっているのと
同じように、同友会運動でも役員・事務局の世代交代と運動
の承継は非常に重要な意味を持っています。事務局員は会員
に学びつつ、運動の半歩先を提案できるように努める姿勢を
持つことや、事務局の組織的位置づけを明確にすることなど、
計画的な対応が求められています。
　同友会での役員と事務局員の信頼関係は、日々の活動の中
で培われる一方、課題も表面化します。同友会の歴史や規模、
役員と事務局員の経験年数に関わらず、日常活動の中で相互
に確認していくことが必要となっています。

4．全国の同友会活動・ブロック活動の強化と連帯
　中同協第52回定時総会（2020年7月14日）は、「いまこそ難
局を乗り越え、未来を創造する主体者として躍進しよう」のス
ローガンのもと、オンラインで開催、代議員を各同友会1名と
し47同友会と中同協から51名の代議員が参加したほか各同友
会からオブザーバー参加が多数ありました。第51回中小企業
問題全国研究集会 from福島・東日本大震災復興シンポジウム
（2021年3月13日）は、「あれから10年、数

あま

多
た

の試練を乗り越え
て－中小企業家の志が日本の未来を拓く」をテーマに開催。
47同友会と中同協から983名の参加で学び合いました。
　各ブロックではオンラインを活用し、目まぐるしく変わる情
勢に対応するため代表者会議や事務局長会議の開催回数を増
やし、情報交換などを進めました。関西ブロックでは毎月開
催しています。
【実践事例㊴：関西ブロック】連携を強めコロナ禍を乗り切ろ
う―関西ブロックの取り組み



　

1．�かつてない経済危機に陥った世界経済～回復
は不透明・不均衡～

・�新型コロナウイルス（以下、新型コロナ）の感染拡大を受けて、
世界経済は大恐慌・世界金融危機を上回る経済危機に陥りま
した。感染の再拡大などの恐れもあり、先行きも不透明感が
大きくなっています。
・�国際通貨基金（IMF）によると、2020年の世界の実質経済成
長率は▲3.3％で、第2次世界大戦後最悪の景気後退となりま
した。（下図）

・�2021年の世界の実質経済成長率は6.0％の見通しです。ただ「世
界経済の基盤は安定化しているが、経済回復の差が拡大しつ
つあり、不確実性も大きい」としています。（2021年4月発表）
・�『通商白書2020』では、今回のコロナ危機の性格を次のよう
に分析しています。「コロナ・ショックは需給の両面のショッ
クが作用して経済悪化が深刻化するものであり、主に供給面
に影響した東日本大震災や主に需要面に影響した世界金融危
機のような過去の経済危機とは異なる、まったく新しい種類
の経済ショックである」
・�IMFは、2020年の成長鈍化による経済損失は今後6年間で28
兆ドル（約3,000兆円）と試算。1

・�国際労働機関（ILO）は2020年の世界の労働所得（所得支援
措置の算入前）は8.3％減少し、世界の国内総生産の4.4%に
相当する3.7兆米ドルに達すると推定。2021年後半には、景
気の強い回復が期待されていますが、世界経済は依然として
不確実性が高く、回復にムラが生じる可能性があると見てい
ます。そして一部の国や労働市場が回復の恩恵を強く受ける

一方で、その他は取り残され、右肩上がりと右肩下がりが併
存する「K字型回復」になることを懸念。「人間中心の回復」
に焦点を当てた政策が求められる、と強調しています。2

・�世界銀行は、2020年は世界の極度の貧困層が過去20年以上
の間で初めて増加するとの見通しを発表しました。2020年に
は新たに8,800万人から1億1,500万人が極度の貧困に陥ると予
測。景気後退の深刻度次第では、その数は2021年には最大1
億5,000万人まで増加する可能性があり、2020年の世界人口
に占める極度の貧困層（1日1.90ドル未満で生活する人々）の
割合を9.1 ～ 9.4％と予測しています。3

・�歴史を振り返れば、14世紀にヨーロッパで流行したペスト、
1918 ～ 19年に世界を席巻したスペイン風邪などの過去のパ
ンデミックは、新しい価値観の創造と社会の大きな変革をも
たらしてきました。今回の新型コロナも社会の抱える課題を
浮き彫りにするとともに、旧秩序（アンシャンレジーム）に
変革を迫り、人々の価値観や生き方、産業構造の大きな転換
をもたらしつつあります。
・�コロナ禍によりこれまで進みつつあった変化が加速。産業、
社会、消費、働き方、医療・教育などさまざまなものが大き
く変化しつつあります。

2．主な先進国や新興国の動向
・�アメリカは、新型コロナの感染者・死者数がいずれも世界最
多で、さまざまな経済活動の制限が景気に大きな影響を与え
ました。アメリカ商務省によれば2020年の国内総生産（GDP）
成長率は、実質で▲3.5％（2021年1月28日発表、速報値）。
マイナス成長はリーマンショックのあとの2009年以来11年ぶ
りで、マイナスの水準は74年ぶりの低さとなりました。
・�ユーロ圏の2020年実質域内総生産（GDP）成長率は▲6.8％。
記録のある1996年以降最大の落ち込みとなりました（欧州
連合（EU）統計局発表）。各国によるロックダウン（都市封
鎖）の影響が大きく、イギリスは2020年の GDPが▲9.9％で
減少率は311年ぶりの大きさ（イギリス統計局発表、速報値）。
EUとイギリスの通商交渉は土壇場で合意しましたが、不安
定要素も残しています。
・�中国は、強力な対策により感染拡大を抑え込み、2020年の実
質GDP成長率が2.3％と主要国で唯一プラス成長を維持（中
国国家統計局発表）。ただし、1976年以来、44年ぶりの低さ
で個人消費はマイナスとなりました。米中の経済規模が逆転
する時期が早まるとの見方も出ており、世界経済における中
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1　IMF「世界経済見通し」2020 年 10月。
2　�ILO 緊急報告「第 7版 ILO モニターCOVID-19 と仕事の世界」2021 年 1月 25日。
3　世界銀行「プレスリリース」2020 年 10月 7日



国の存在感は高まっています。
・�近年、世界的な成長のけん引役となっているアジアの開発途
上国も、今年は58年ぶりにマイナス成長となる見通し。アジ
ア開発銀行（ADB）は、アジアの開発途上国における2020
年のGDPは▲0.4%の成長に留まるものの、同地域が新型コ
ロナの影響から回復に向かうことで、2021年は6.8%まで上向
くと予測しています4。中長期的には中間層の増大を背景に
成長が期待されます。
・�新興国・途上国の公的債務累積に伴う国際金融資本市場への
波及も懸念されています。

3．コロナ禍で一気に加速するデジタル化
・�人工知能（AI）や IoTなど技術革新、デジタル経済化が進
んでいます。新型コロナの世界的流行により、人と人との接
触が制限される中、経済や社会のデジタル化が一気に加速。
専門家は「10年かかる変革が数カ月で進んだ」と指摘します。
今後もデジタル化は急速に進展し、産業構造や雇用などへの
大きな影響を及ぼすことが予測されます。
・�経済産業省はデジタルトランスフォーメーション（DX）を
推進。DX�とは「デジタルを利用した変革」のことで、単に
デジタル技術を活用することではなく、企業経営全体の変革
のことを指しています。企業が本物の�DX�に取り組んでいる
かどうかが、将来の企業の盛衰を決めることになる、との指
摘もされています。
・�一方、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の調査では、
全体の9割以上の企業がDXにまったく取り組めていない
（DX未着手企業）レベルか、散発的な実施に留まっている
（DX途上企業）状況であることが明らかになりました。5

・�5G（第5世代移動通信システム）も2020年4月より国内での本
格的なサービスを開始。産業界や社会全体に大きな影響を与
えると見られています。
・�デジタル化でコスト構造も大きく変化しつつあり、時間や場
所の制約を超えて新市場やニッチ市場も生まれています。
・�世界経済フォーラムは、新型コロナの感染拡大によって、デ
ジタル化への移行が加速している一方で、デジタル・ディバ
イド（情報格差）はより顕著なものとなっていると指摘。政
府が今取り組むべきなのは、デジタル経済を、すべての人に
恩恵をもたらす包括的なものにすることと強調しています。6

4．気候危機＝非常事態に直面する世界
・�地球温暖化に歯止めがかからない中、世界的に異常気象が続
き、各地で災害が多発、本格的な対応が急務となっています。
・�世界気象機関（WMO）は、2020年の世界平均気温は2016年
と並び、観測史上最高となったと発表。グテレス国連事務総

長は、世界の気温が今世紀中に3～ 5度上昇する「破滅的」
状況になる見通しだと警告するとともに、急速に進む気候変
動が人々の生活を破壊していると指摘しています。7

・�世界自然保護基金（WWF）の「生きている地球レポート
2020」では、「エコロジカル・フットプリント」（人間の生活
や経済活動で消費し廃棄する量を測る指標）を分析。1970年
以降、人間の消費や廃棄の量は地球が生産し吸収できる量を
超え、増加し続けました。2020年には地球が1年間に生産で
きる範囲を約60％オーバー。つまり、今の生活を維持するに
は地球1.6個分の自然資源が必要と指摘。人間の消費や廃棄
の増加により地球環境は深刻な状況であることに警鐘を鳴ら
しています。
・�国連気候変動枠組み条約事務局は、地球温暖化防止の国際枠
組み「パリ協定」に基づいて各国が提出した2030年目標（温
暖化ガスの排出削減など）について、現状の目標ではパリ協
定の達成には「ほど遠い」と分析した報告書を発表しました。8

・�専門家は「自然破壊や温暖化で野生動物が追い詰められた結
果、野生動物と共存していたウイルスは人の社会に入り込み、
密集した都市から世界の隅々に広がった」と指摘しています。9

・�「人」「動物」「生態系」の健康をひとつと捉え、それぞれが
バランスよく健全にあるべきとする「ワンヘルス」の考え方
が、国際的に注目を集めています。
・�世界の33カ国において�1,863もの国や地域、組織が気候非常
事態を宣言（2020年12月27日現在）。日本でも40を超える自
治体が宣言しています10。2020年11月には衆参両院で気候非
常事態宣言を決議。与野党超党派の議員連盟が準備してきた
もので、決議では「もはや地球温暖化問題は気候変動の域を
超えて気候危機の状況に立ち至っている」と強い危機感を表
明しました。

5．持続可能な社会をめざした動き
・�新型コロナは、世界の人々の生命と世界経済を大きな危機に
陥れ、現代社会の脆弱性を明らかにするとともに、グローバ
ルガバナンスや国際経済秩序の強化の必要性をあらためて強
く示しました。新型コロナ危機の克服に向け国家の壁を超え
て連帯・協力するために、人類の英知が試される時と言えま
す。
・�紛争の拡大、経済格差、地球環境問題の深刻化などの中、「誰
一人取り残さない」「地球規模の協力態勢」を掲げた国連「持
続可能な開発目標（SDGs）」の取り組み、「ビジネスと人権
に関する指導原則」の具体化、国際課税ルールの見直しなど、
新たな国際経済秩序の確立をめざす取り組みも進みつつあり
ます。新型コロナの影響で落ち込んだ経済を復興させるため
の政策として「グリーンリカバリー」（環境に配慮した危機

4　�アジア開発銀行（ADB）「アジア経済見通し 2020 年改訂版」（2020 年
12月 10日発表）。

5　経済産業省「DXレポート 2中間取りまとめ」2020 年 12月 28日。
6　世界経済フォーラム「デジタル化における負の側面�–�その解決方法」。

7　AFP通信 2020 年 1月 15日。
8　日本経済新聞 2021 年 2月 27日。
9　長崎大学の山本太郎教授（国際保健学）。朝日新聞 2021 年 1月 1日。
10�「『日本建築学会�気候非常事態宣言』に関する背景」2021 年 1月 20日。



からの回復策）が注目を集め、EUが中心となって国境炭素
税の論議も始まっています。
・�国連によると、世界人口の3分の2以上は、不平等が拡大して
いる国で暮らしており、この数十年間で格差が縮まってきてい
た国々の一部でも、不平等が再び拡大。先進国、途上国双方
で不平等が広がっていることで、分断がさらに進み、経済・社
会開発が鈍化するおそれがある、と警鐘を鳴らしています。11

・�経済協力開発機構（OECD）は2020年、法人税の低税率競争
に歯止めをかける最低税率の設定やデジタル課税など新ルー
ルの素案を公表。実現すれば世界の法人税収が800億ドル（約
8.4兆円）増えるとの試算も示しました。12�
・�2019年9月に開催された SDGサミットでは、国連は「取り組
みは進展したが、達成状況に偏りや遅れがあり、あるべき姿
からはほど遠く、今取り組みを拡大・加速しなければならな
い」との危機感を表明。2030年までに SDGsを達成するには、

取り組みのスピードを速め、規模を拡大しなければならない
と、2020年1月、SDGs 達成のための「行動の10年」がスター
トしました。
・�ミャンマーや香港、ウイグル自治区などで「人権問題」が焦
眉の課題として世界から注視される一方、ビジネスを進める
上で「人権」を重視する流れが世界的に強まっています。国
連「ビジネスと人権に関する指導原則」の各国での具体化が
進み、日本でも2020年に政府が行動計画を発表し、具体化
を進めつつあります。外務省が中心となって進められた行動
計画の策定作業には中同協も参画し、中小企業の立場から意
見を提出。今後、中小企業において人権尊重の経営を進める
ために、公正な取引・競争環境を実現するとともに、個々の
企業でも指導原則を踏まえた積極的な対応が求められていま
す。

11　国連報告書「世界社会情勢報告 2020」。
12�　日本経済新聞 2020 年 10月 12日。

13　�日本貿易振興機構「2020 年度日本企業の海外事業展開に関するアンケー
ト調査」2021 年 1月 29日。

14　日本経済研究センター「第 47回中期経済予測」2020 年 7月 1日。

　

1．戦後最大の落ち込みを記録した日本経済

・�2020年4 ～ 6月期のGDPは28.1％減となり、リーマンショッ
ク時（17.8％減）を超え、戦後最大の落ち込みを記録。7～
9月期、10～ 12月期には回復するもコロナ前の水準には遠い
状況です。2020年通年では前年比4.8％減となり、リーマン
ショック後の2009年（5.7％減）以来、過去2番目の落ち込み
となりました。（図1）
・�半導体や自動車などの製造業が急回復する一方、旅行や外食
などサービス業は落ち込んだままで、景気回復の二極化が鮮
明です。
・�2020年の輸出額は前年比11.1％減で過去3番目の落ち込み幅。
日本企業の海外売上高も全産業で4割減の見込みで、あらた
めて新型コロナによる世界経済の縮小が日本経済に及ぼす影

響の大きさが浮き彫りとなりました13。
・�2020年の訪日客数は約411万人で87.1％の大幅減。訪日客
回復には時間がかかるとみられています。国内旅行者数も
50.3％減で、地域経済が受けるダメージは大きいものがあり
ます。
・�政府は、2012年12月に始まった景気回復は2018年10月に終
わって景気後退局面に入っていたと認定。期間は71カ月と戦
後2番目の長さでしたが、期間中のGDP実質成長率は約1.2％
と実感のない景気回復となりました。
・�2021年の日本経済の見通しについては、3.1％（IMF、2021
年1月発表）、2.5％（世界銀行、2021年1月発表）、2.3％（OECD、
2020年12月発表）といずれも世界全体の成長を下回る見込み
で、日本経済の回復が遅れる可能性も指摘されています。
・�感染拡大前（2018年度）の水準に戻るには2024年度までかか
るとの見方（日本経済研究センター）もあり、影響は長期化
する可能性があります。14

・�今回の景気の大幅悪化の背景には、新型コロナの影響ととも
に、以前からの米中貿易摩擦による国際経済の停滞、消費増
税による需要減退が重なり、問題を深刻化させています。

2．中小企業への甚大な影響
・�同友会景況調査（DOR）では、中小企業の景況は深刻さで
はリーマンショック並み、落ち込みのスピードと巻き込まれ
た業種の幅の広さではリーマンショックを上回る深刻さを示
しました。直近の2021年1～ 3月期の調査では改善傾向を示
していますが、勢いは弱く、サービス業は厳しい状況が続い
ています。

日本経済と地域経済第2節



15　日本経済新聞 2021 年 1月 14日。
16　�総務省「統計からみた我が国の高齢者―『敬老の日』にちなんで―」2020 年 9月 20日。

・�中同協「新型コロナ第5次会員企業影響調査」によれば、
2020年1年間の売上は「増加」28％、「変わらない」16％、「減
少」56％と多くの企業がダメージを受けています。（図2）

・�2020年の企業倒産件数は7,773件で前年比7％減（東京商工リ
サーチ発表）となり、1990年以来の低水準。政府の緊急融資
などの対策が経営を下支えしました。ただし新型コロナの影
響を大きく受けた宿泊などの業種では倒産は増加。すでに多
額の借金を抱えた企業の借入余力は乏しく、先行きは楽観で
きません。15

・�対照的に休廃業・解散した企業は49,698件で前年比14％増（東
京商工リサーチ発表）。調査開始（2000年）以降、過去最多
となりました。先行き不透明感から事業継続をあきらめる企
業が増えていると見られます。
・�「生産性の低い中小企業は淘汰・再編をすべき」、「日本は中
小企業が多すぎる」との論調も強まっており、今後の中小企
業政策の動向に注視が必要です。
・�企業を評価するものさしは生産性だけではなく、多様なもの
さしであるべきです。中小企業は多様な雇用の場の提供、地
域経済への貢献、地域社会の担い手などさまざまな役割を果
たしています。生産性だけでは評価できない多くの役割や価
値を総合的に評価する必要があります。
・�中小企業の生産性について、2016年の中小企業白書によれば、
平均値では中小企業の生産性は低い一方、製造業では約1割、
非製造業では約3割もの中小企業が大企業平均を上回ると分
析しています。
・�日本の企業数はほかの主
要国と比べても多いとは
言えず、むしろ人口あた
りの企業数は最も少なく
なっています。（図3）
・�生産性を高めるために
個々の企業が努力するこ
とは必要ですが、自社の
経営努力だけでは解決
できない取引環境、競争

環境の問題があります。取引適正化を図る政策強化が不可欠
であり、中小企業重視の政策こそが求められています。
・�日本のマークアップ率（製造コストの何倍の価格で販売でき
ているかを見るもの）は2016年時点では諸外国と比べて低い
水準になっており、よい製品やサービスをいかに安くつくる
かだけでなく、いかに高く売るか（付加価値をつけるか）も
重要です。（中小企業庁資料より）
・�地銀の再編を促進する政策も強まりつつあり中小企業への影
響を注視することが重要です。
・�残業時間の上限規制（2020年4月より）、同一労働同一賃金（中
小企業は2021年4月より）なども進められつつあり、人を生
かす経営の推進、高付加価値の企業づくりなどが一層重要に
なっています。

3．人口減少・高齢社会と地域再生
・�日本の総人口は1億2,557万人で前年に比べ42万人減少（0.33％
減）、減少数は過去最大となりました（2021年1月、総務省の
概算）。外国人の入国が6割減少していることが響きました。
・�2020年の出生数は87万2,683人で過去最少を記録。婚姻数も
前年比12.7％減と大きく減少したことから2021年も出生数の
減少が予測されており、人口減少に歯止めがかからない状況
です。
・�日本の65歳以上の高齢者人口は、3,617万人（前年推計に比
べて30万人増加）で、総人口に占める割合（高齢化率）は
28.7％（同0.3ポイント上昇）。高齢者人口・高齢化率ともに
過去最高を更新しました。16

・�地方の衰退に歯止めがかからない中、政府は地方創生政策を
推進してきましたが、日本世論調査会によれば地方創生が「進
んでいない」「どちらかといえば進んでいない」と感じてい
る人が89％。東京一極集中に関して「是正するべき」「ある
程度是正するべき」と考える人は79％となっています。
・�新型コロナの感染が大都市ほど深刻で、リモートワークが急
速に普及したことなどを背景に、「地方分散」推進の議論は
盛んになりつつあります。新聞などでも「今回は国土の構造、
人口分布がいかに脆弱かを明らかにした。（中略）国土のグ



ランドデザインを劇的に変える必要がある。リモートワーク
が転換点と見る。仕事を都市部から地方に分散しやすくなり、
人の移動が起きる」17、「急速に進む『オンライン化』と、大
都市の感染リスクへの再認識は、やがて新たな歴史的Uター
ンを生み出すかもしれない」18などの論調が多くなりつつあ
ります。

4．本格的なエネルギーシフトは喫緊の課題
・�日本のエネルギー自給率は11.8％（2018年）。ほかのOECD
諸国と比べても低水準となっており、地域経済の再生、本格
的なエネルギーシフトの時代に向けて、政策的強化が急務で
す。
・�災害が多発化する中、衆参両院が「気候非常事態宣言」を決議。
「もはや地球温暖化問題は気候変動の域を超えて気候危機の
状況に立ち至っている」と強い危機感を表明しました。
・�2020年版環境白書でも「もはや単なる『気候変動』ではなく、
人類やすべての生き物の生存基盤を揺るがす『気候危機』」
と強く警鐘を鳴らしています。
・�一方、コロナ禍からの復興に際してグリーンリカバリーを求
める動きも世界的に強まっています。
・�環境省は2018年に環境・経済・社会の課題解決をめざして「地
域循環共生圏」を提唱。各地域が地域資源を最大限活用しな
がら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて
資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発
揮されることをめざす考え方です。
・�政府も2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロ達成を目標と
することを表明、地球温暖化対策推進法を改正し、再生可能
エネルギーの導入を地域の活性化につなげる制度などを設け
る方針です。中小企業も自社の二酸化炭素排出量を見える化

して削減に取り組むなど本格的対応が求められます。

5．多発化する自然災害
・�国連防災機関（UNDRR）によれば、2000 ～ 2019年の20年
間に起きた重大な災害はそれ以前の20年間に比べて急増して
おり、特に洪水や台風などの気象災害が倍増。各国に地球温
暖化対策の強化などを呼びかけています。
・�日本においても災害が多発化・深刻化する中、本格的な
BCPの策定・実践が求められています。
・�東日本大震災から10年。避難者数は4.2万人、売上が震災直
前の水準以上まで回復している企業は約44％に留まり、産業
再生は停滞しています。19

・�共同通信が実施したアンケートによれば、復興の実感を分野
別で聞くと、インフラ整備等は「ある」「どちらかといえば
ある」は69％でしたが、地域経済は「ない」「どちらかとい
えばない」が71％を示しました。また、ふるさとの復興を順
調だと考える人は、宮城80％、岩手66％の一方、福島30％と
地域差があります。

6．平和をめぐる課題
・�世界全体の2020年の防衛費は新型コロナの感染拡大で経済
が大きな打撃を受ける中でも、前年に比べて3.9％増加して1
兆8,300億ドルとなりました。20

・�アメリカや中国は、人工知能（AI）を搭載した最新兵器「自
律型無人機」の開発競争を展開。国際的なルールづくりは追
いついていません。
・�世界各地で内戦や紛争、テロが頻発、軍拡競争が繰り広げら
れる中、同友会の理念を踏まえ、それぞれが平和や民主主義
について考え、行動していくことが求められています。

17　日本経済新聞 2020 年 5月 13日、福井県知事・杉本達治氏。
18　日本経済新聞 2020 年 5月 20日、「大機小機」。
19　�復興庁「復興に向けた道のりと見通し」2021 年 1月、グループ補助金

交付先アンケート。

20　�NHKニュースサイト 2021 年 2月 26 日。イギリスの国際戦略研究所の
年次報告書による。

　

1．ポストコロナ社会と日本経済の発展方向
・�過去のパンデミックは、新しい価値観の創造と社会の大きな
変革をもたらしてきました。今回の新型コロナも社会の抱え
る課題を浮き彫りにするとともに、旧秩序に変革を迫り、人々
の価値観や生き方、産業構造の大きな転換をもたらす可能性
を秘めています。
・�前述のように分散化社会への転換を模索する動きが高まって
います。政府も「経済財政運営と改革の基本方針2020」（骨
太の方針2020）では、「東京一極集中型から多核連携型の国
づくりへ」という項目を設けて「東京一極集中の流れを大き

く変える」ための政策を提起。「まち・ひと・しごと創生基
本方針2020」でも「新たな日常に対応した地域経済の構築と
東京圏への一極集中の是正」を掲げています。一方、その担
い手としての中小企業の振興を大きな柱に据えようという議
論は弱いと言わざるを得ません。
・�本格的な地方分散型社会を実現するための要になるのは何
か。3年前、京都大学と日立製作所が発表した「持続可能な
日本の未来に向けた政策」提言は、発表当時大きな反響を呼
びました。AI 技術を活用し、約2万通りの未来シナリオ予測
を行い、「2050年に向けた未来シナリオとして主に都市集中
型と地方分散型のグループがある」と分析。地方分散シナリ
オが「持続可能性の観点からより望ましい」とした上で、「持
続可能シナリオへ誘導するには、地方税収、地域内エネルギー

中小企業憲章を軸に
日本経済の質的転換を第3節



21　�都道府県・特別区・市町村の合計 1,794。条例制定自治体数 626。

【資料】難局を乗り越えてきた会員企業の教訓
①経営姿勢を確立することが大切
・�どんな困難があっても経営者には会社を維持・発展させる責
任があるという姿勢を貫く。
・�「絶対に雇用は守る」ということを宣言し、社員の信頼感と安
心感を高める。会員企業以外で解雇したところは、立ち直りに
困難を極めた。
・�情報の大切さ。経営者がもつ情報の質と瞬時の判断とが、そ
の後の企業の明暗を左右した。（情報は同友会で収集する）
②財務対策・資金手当に全力をあげる
・�当面の資金収支見込みをつくり、資金繰りに全力をあげる。
・�既存の借入の返済条件の変更、新規借入などを金融機関に相
談する。（返済能力を検討する）
③経営指針、経営計画の果たした役割の大きさ
・�経営指針を成文化している企業の立ち上がりは早い。
・�経営指針を直ぐに再建計画・復興計画に切り替えて、それに
基づいて経営する。
・�経営指針の見直しを通じて全社一丸の体制をつくる。
④社員教育、全社一丸体制づくり
・�業務の減少を機会ととらえ、雇用調整助成金なども活用して
社内研修会を開催する。
・�改めて創業の精神、経営理念の重要性などを全社的に学ぶ場
をつくる。
・�社内に経営者の経営姿勢を示し、現状認識などを十分協議す
ることで、危機感を社内で共有し、全社一丸体制づくりに取り
組む。

⑤知恵を集めて新たな仕事づくりに取り組む
・�トップが率先して事態を打開する姿勢を示し、果敢に営業に
取り組む態勢をつくる。
・�経営戦略（事業領域）の再検討・再構築と顧客づくりに取り組む。
特に周囲に販売先を増やす取り組みをすすめる。
・�取引先や地域で困っていることは何か、自社のお役立ちをどう
発揮させるのかを社員と共に考え「仕事づくり」につなげる。
⑥情報の共有と見える化を進める
・�全社員はもとより、取引先・協力企業も含め情報の共有を重
視し、現状認識の一致をはかる。
・�会社の現状について「見える化」を進め、将来の見通しを示
す努力をする。
⑦同友会への参加・活用、ネットワークづくりが鍵
・�中小企業にとってネットワークがとても大切。会員間ネットワー
クの強化に取り組み、人的資源、商品・サービス、顧客・取
引先を共有する取り組みをすすめる。
・�同友会活動に積極的に参加し、学びを深めることが難局を乗
り切る力になる。
・�一人で悩まず勇気をもって同友会事務局や会員に相談する。
・�会員の声を集め、国や行政などに政策要望を届け、施策の改善・
充実につなげる。
・�会員の施策の活用事例を学び、自社での活用に生かす。
・�情報収集や発信では事務局がセンターとして重要な役割を果
たす。

自給率、地方雇用などについて経済循環を高める政策を継続
的に実行する必要がある」と提言しました。そして地方分散
型社会を実現するためには、地域内での「経済循環を高める」
ことの必要性を指摘しています。
・�地域内経済循環を高めるには、その地域に本社や取引先を持
つ中小企業が存在し、その地域に雇用を生み、その地域に経
営者や社員が暮らしていること。まさに地域に根ざした中小
企業が不可欠です。「持続可能な日本の未来」を実現するた
めには地方分散型社会に転換することが求められており、そ
れを推進するためには地域循環型経済の担い手である中小
企業の振興を国の政策の中心に据えて取り組む必要がありま
す。中小企業振興を軸とした地方分散型社会づくりを政策の
柱として掲げることが必要となっています。
・�中同協は一昨年「中小企業家の見地から展望する日本経済ビ
ジョン」を発表、7つの発展方向を提起しました。それは分
散型社会をめざす動きと重なるものです。その実現をめざし、
ほかの中小企業団体や行政・金融機関・研究機関・労働団体
などさまざまな人々ともビジョンを共有し、その具体化を進
めていくことが求められています。
・�国の政策転換と同時に、地域では中小企業振興基本条例を制
定・活用し、地域循環型経済をつくっていく運動が必要です。
条例の制定運動は、46都道府県580市区町村（352市17区187

町24村）にまで広がり、全自治体に占める条例制定自治体の
比率は34.9%となっています（2021年2月9日現在）21。地域
の疲弊などが進む中、持続可能な地域づくりのために中小企
業の振興が必要不可欠との認識が地域では広がっており、条
例制定と活用を進める運動の一層の推進が求められていま
す。

2．同友会で知恵を出しあい、難局を乗り切ろう
・�新型コロナの影響が長期化する中、景気の先行きは不透明さ
を増しています。経済や社会の大きな転換も加わり、中小企
業の経営は予断を許さない状況にあります。今後は多くの企
業で借入金返済も大きな課題となることが見込まれ、まさに
これからが正念場と言えます。
・�かつて、阪神大震災やリーマンショック、そして東日本大震
災などが中小企業経営にはかり知れないほどの打撃をもたら
しました。多くの会員企業が「売上7割減、8割減」など深刻
な事態に見舞われましたが、その中で社員と力を合わせて難
局に立ち向かい、乗り切ってきました。
・�昨年度の総会採択文でも確認したように、これらの難局を乗
り越えてきた会員企業の実践からは、【資料】のような教訓
が伝えられています。これらの教訓を再度確認し、会員同士
が知恵を出し合い、難局を乗り切っていきましょう。



2021年度の課題と活動方針第3章

企業づくり第1節

　
　
　
　新型コロナウイルス感染拡大は、世界の経済と社会生活に
深刻な事態をもたらしており、収束の見通しは未だ不透明で
す。本年度は、以下の8点を活動方針の要点として取り組みを
進めます。
①�地域を守り中小企業が存続するために、会員をはじめすべ
ての中小企業経営者を励まし、経営を維持・発展させてい
く運動に引き続き取り組みましょう。お互いに学び合いなが
ら将来も見据え、本業をベースに事業定義・事業領域の見
直しにも取り組みましょう。
②�「人を生かす経営」こそが困難を乗り切る一番の力である
ことをあらためて確認し、「労使見解」に基づく経営指針の
確立・見直しと実践、採用と社員教育などの総合的実践を
深めましょう。
③�事業継続計画（BCP）策定、デジタル化への対応などを進
め、ポストコロナに向けた取り組みを進めましょう。会員間

のネットワークを生かして、新商品開発、市場創造などへ
の取り組みを推進しましょう。
④�コロナ禍の今こそ中小企業憲章と中小企業振興基本条例の
理念を生かすよう要望・提言するとともに、中小企業の存
在意義や魅力を発信し、全国各地で中小企業振興と地域づ
くりに取り組みましょう。
⑤�会員企業の経営への影響など実態を調査・集約して、他
団体や自治体とも連携しながら経営環境改善に取り組みま
しょう。
⑥�オンラインでの活動の可能性も追求しながら対面での活動
も大切にし、新たな活動スタイルを構築していきましょう。
⑦�持続可能な同友会運動を築き上げるため、『中同協50年史』
などを学び、計画的に役員育成や事務局体制の強化を進め
ていきましょう。
⑧�多くの経営者が切実な悩みを抱えている今こそ、共に学び
合う仲間として地域の経営者を同友会に迎え入れましょう。
各同友会で組織目標を掲げ、達成に向けて取り組みましょ
う。

はじめに
（2021年度の活動方針の要点）

　
　
　
～外部環境の変化に屈しない「全社一丸」の経営
　
　急激な経営環境の変化の中で、「全社一丸」の経営で危機を
乗り越える経営者の覚悟とリーダーシップが求められていま
す。「危機の時こそ同友会」。一人で悩まずに同友会で経営課
題を出し合い、自社の現状を正確かつ迅速につかみ、対応す
ることが大切です。ウィズコロナ、ポストコロナに向けて従来
にない企業変革が求められています。地域の存続なくして企
業の存続・発展はありません。地域の課題を経営課題として
積極的に取り込んで新たな仕事をつくっていくことが期待され
ています。

1．�どんな困難にあっても経営を維持・発展させ
ましょう

　「難局を乗り越えてきた会員企業の教訓」のまとめを受けて、
企業存続に向けた経営姿勢を貫くとともに雇用を維持し難局
を乗り越えるために、企業として以下の7点に取り組みましょ
う。

（1）　危機を乗り越える経営姿勢を明確に示しましょう
　「中小企業における労使関係の見解」（略称「労使見解」）に
もあるように「経営者である以上、いかに環境が厳しくとも、
時代の変化に対応して、経営を維持し発展させる責任があり
ます」という姿勢を貫きましょう。リーマンショックや東日本
大震災の時に社員を解雇した企業は、立ち直りに困難を極め
ました。「雇用は守る」ということを宣言し、社員の信頼感と
安心感を高めましょう。
　経営者の情報の質と瞬時の判断とが、その後の企業の明暗
を左右します。同友会や行政などの確かな情報をもとに判断
しましょう。

（2）　財務対策・資金手当てに全力をあげましょう
当面の資金収支見込をつくり、資金繰りに全力をあげましょ

う。売上半減からゼロまでを想定して少なくとも半年先までの
損益計算書を作成し、対応を検討しましょう。また、月次で
収支を合わせ、徹底した資金管理を行うなど、財務体質を強
化することが大切です。
　これらの資料をもとに、必要に応じて既存の借入の返済条
件の変更を行い、返済能力も考えながら新規借入などを金融
機関に相談しましょう。支援策も活用して営業キャッシュフ
ローの改善に努めましょう。



（3）　�危機感を社内で共有し、経営方針や経営計画を見直し実
践しましょう

　リーマンショックや東日本大震災など、困難にあっても経営
指針を確立し、社員とともに取り組んだ企業の立ち上がりは
早く、V字型の回復をした企業も少なくありません。危機を乗
り切るために、社員と現状を共有・分析して危機感を共有し
ましょう。
　また、経営指針の単年度計画を見直し、変化に機敏に対応
するために必要に応じて短期間の計画も策定し、即座に実行
することが大切です。これらを通じて全社一丸の体制をつくり
ましょう。必要に応じて方針も大きく見直すことも大切です。
「労使見解」を読み返しましょう。

（4）　知恵を集めて新たな仕事づくりに取り組みましょう
トップが率先して事態を打開する姿勢を示し、果敢に市場

開拓に取り組む態勢をつくりましょう。社内で事業領域を再検
討して顧客づくりを進めましょう。e.doyu「コロナに負けない
全国掲示板」なども積極的に活用しましょう。「取引先や地域
で困っていることは何か」「自社がどのように地域に役立って
いるのか」「事業を通じて貢献できるのか」を社員とともに考え、
仕事づくりにつなげましょう。

（5）　採用と教育、万能型BCP策定のチャンスと捉えましょう
業務の減少によってできる余剰時間を生かし、雇用調整助

成金なども活用して、社内研修会を開催し、あらためて創業
の精神、経営理念の重要性などを全社的に学ぶ場をつくりま
しょう。社内で十分協議することでワークシェアも自主的に進
められます。
　ポストコロナも考え、地域からの期待に応えて、将来を担う
若者の採用にも積極的に取り組みましょう。
　また、自然災害など企業の事業継続を脅かすリスク要因は
多様化し、その深刻度も増しています。こうした事態に立ち向
かうためにも、あらゆるリスクに対応できる万能型のBCP（事
業継続計画）策定をめざし、各社の経営指針の中にも位置づ
けましょう。中同協としても「小さな同友会でも対応できる万
能型BCP策定の手引き」の活用や、企業におけるBCP策定
を推進します。

（6）　「見える化」と情報発信に取り組みましょう
　会社の現状について「見える化」を進め、全社員はもとより、
取引先・協力企業にも情報発信・共有し、現状認識の一致を
図り、一体となって再建に取り組みましょう。その際に将来の
見通しを示す努力をしましょう。

（7）　�同友会の仲間に相談し、会員間ネットワークを強化・活
用しましょう

　一人で悩まず気軽に同友会の仲間に相談しましょう。自社
を守ることは地域を守ることにつながります。非常時こそ会員

間ネットワークの強化に取り組み、人材、商品・サービスやノ
ウハウ、顧客・取引先情報などを相互に生かす取り組みを行
いましょう。

2．�「活動を止めない」で、事業継続とポストコ
ロナのための学びの場を

　同友会として、今年度も引き続ききわめて特殊な状況下で
会活動を展開することを余儀なくされます。現下の異常事態
において、会活動を通常通りの形で継続することは困難です
が、情報ツールも活用し、「活動を止めない」で、継続すべき
活動を実施する努力をすることが大切です。
　まずは会員同士が悩みや苦しさを語り合える場をつくり、経
営者がしっかり前を向いて、経営姿勢を確立する場をつくりま
しょう。企業づくりの活動は変化に合わせて計画を柔軟に見
直し、迅速に対応していきましょう。動画ツールなどを使って
厳しい試練を乗り越えてきた先輩会員に学ぶ仕組みもつくりま
しょう。
　また、ポストコロナに向けた企業づくりの準備を進めましょ
う。新型コロナ問題の影響は長期化することが予想されます。
大規模災害も頻発している上、第4次産業革命等に伴う急速な
経営環境の変化もあります。企業の事業継続を脅かすリスク
要因は多様化し、その深刻度も増しています。
　一方でのこのような変化は事業の転機にもなります。新たな
ビジネスチャンスと考え、本業の強みを発揮し、売り方や買い
方、事業領域や社内体制の抜本的見直しと連携強化へ向けた
企業変革の取り組みが求められています。
　経営者として情勢分析力と先見性の向上を図り、理念の共
有と自主的社員の育成、中小企業の魅力を発信して採用活動
を推進し、高付加価値の新事業創出などに取り組みましょう。
また、強靭な体質の企業づくりを会内で「見える化」しましょう。
　「活動を止めない」で、経営指針成文化・実践運動の蓄積を
生かし、基礎講座から事業再構築のための経営指針の見直し
など、知恵を出し、情報ツールも活用しましょう。同友会の企
業づくりの強みを発揮し、すべての会員が学べる環境をつくり、
さらに学ぶ輪を広げましょう。
　中同協としてもポストコロナ研究を進め、社会変容への対
応と時代の変化を先取りした企業づくりと同友会の取り組み
について研究・発信します。

3．同友会がめざす企業づくりに向けて
（1）　「労使見解」を学ぶ場を
　難局を乗り切るためには「人を生かす経営」の実践が基本
となります。多くの会員が「労使見解」を学ぶ機会をつくりま
しょう。

（2）　財務、労務など経営の基本を学ぶ最初の一歩
経営指針の確立・見直し・実践を進める上で財務や労働法

令などの理解が不可欠です。経営の基礎的な学びの場をつく



り、強靭な経営体質の確立へ向けた活動を進めましょう。

（3）　組織的経営をめざす学びの場
　「組織的経営」をしていきたいという要望に応えるため、「21
世紀型中小企業」22など同友会のめざす企業について学ぶ場を
設けるなど強靭な経営体質の確立へ向けた活動を進めましょ
う。

（4）　「よい経営者」への取り組みを
　同友会で謙虚に、総合的に学び、自分自身に磨きをかけて
いくことが大切です。同友会では自主・民主・連帯の精神や
科学性・社会性・人間性に基づくリーダーシップのあり方や
学び方など、経営者としてあるべき姿を学べる場をつくること
が大切です。

4．「人を生かす経営」の総合実践
　「人を生かす経営」は経営指針や採用、社員教育などさまざ
まな課題の取り組みが求められます。総合実践を進めていく
ために関連する委員会の連携を強めていきましょう。

（1）　労働環境の整備
一人でも雇用したら就業規則を作成して社内で公開し、常

に見直しを行い、経営指針に労働環境整備を位置づけ、社員
が自主性や創造力を発揮できる企業づくりに取り組みましょ
う。書籍『一人でも雇用したら就業規則』を活用しましょう。
また、中同協では『人を生かす就業規則』（仮称）の発刊に向
けて準備を進めます。

（2）　経営指針の確立・実践で成果の出せる企業づくり
すべての会員が経営指針の確立・実践に取り組むことをめ

ざして、多くの会員が参加できる場をつくるよう活動を広げま
しょう。また、『経営指針成文化と実践の手引き』と『働く環
境づくりの手引き』を積極的に普及・活用していきましょう。

（3）　企業変革支援プログラムの活用の推進
　『企業変革支援プログラム』で経営成熟度を自己診断し、経
営課題を明確にして、対応すべき方向性を導き出し、経営指
針にその方策を盛り込むことが大切です。プログラムの活用
を進めていきましょう。中同協では今年度も11－12月を登録強
化・普及月間と位置づけてプログラムの活用推進を図ります。
また本プログラムの改訂を進めます。

（4）　共同求人活動で強い体質の企業へ
共同求人は人を採用し育て、企業を育て、地域をつくる運

動です。若者に選ばれる企業づくり、地域づくりの運動として
広めていきましょう。中同協は、今年度も中小企業の存在意
義を広めるために「学生と先生のための中小企業サミット」を
開催します。

（5）　「共に育つ」環境づくりを広げ、実践する社員教育活動を
　同友会の社員教育活動は、「学習権」や「人が育つとはどう
いうことか」などを問いかけ合い、社員と社長が関わることで
社長自らも変わっていく「共に育つ」姿勢で取り組みましょう。
『新版・共に育つ』シリーズを活用し、理念を深めていきましょ
う。

（6）　地域の人育てを学校などとも連携して
学校などとも連携しながら、中小企業の魅力や働く喜びを

若者に伝える場を設け、インターンシップ・職場体験学習など
にも積極的に取り組みましょう。共同求人活動や社員教育活
動とともに社会教育運動として位置づけ、中同協「私たちの
考えるインターンシップ」を各同友会でも活用しましょう。

（7）　障害者問題について関心を深め、取り組みの輪を広げる
だれもが人間らしく働ける企業づくり、生活できる地域づく

りに取り組みましょう。そのためにも、障害者問題について関
心を深め、障害者雇用の取り組みの輪を広げる運動として発
展させていくとともに、地域の行政や他団体とも連携して、就
労困難者を企業に迎え入れる取り組みを行い、共生社会の実
現をめざしましょう。

（8）　女性が活躍する企業づくりを
男女平等などに対する意識改革を進め、一人ひとりの成長

に合わせた課題を設定するなど女性が輝いて働くことができ、
その力を存分に発揮できるような企業づくりを推進していきま
しょう。

（9）　多様性への対応を～外国人労働者問題
外国人労働者が増える中、中小企業が持つ柔軟性を発揮し、

多様性豊かな「ダイバーシティ」経営で新たな価値を創造で
きるよう、学び合いましょう。

（10）　「持続可能な開発目標」（SDGs）の学びの場を
　「持続可能な開発目標」（SDGs）の考え方は同友会理念と共
通する面が多く、同友会は SDGsを先駆けて実践してきたとも
言えます。SDGsを学ぶとともに、同友会の「人を生かす経営」
や環境経営の取り組みの先進性に確信を持ち、企業としての
あるべき姿を深めましょう。

22　�第 1に、自社の存在意義をあらためて問い直すとともに、社会的使命感に燃えて事業活動を行い、国民と地域社会からの信頼や期待に高い水準で応えられ
る企業。第 2に、社員の創意や自主性が十分に発揮できる社風と理念が確立され、労使が共に育ち合い、高まり合いの意欲に燃え、活力に満ちた豊かな人
間集団としての企業。



5．�仕事づくりと企業体質の強化をめざして～抜
本的な事業の見直しを

（1）　事業領域の見直し、デジタル化への対応
新型コロナ感染症で社会や産業も急激に変化しています。

10年ビジョンを見直し、抜本的に現在の事業を見直すとともに、
自社の特徴を洗い出して強みを磨き、付加価値の高い仕事づ
くりに挑戦していきましょう。第4次産業革命やデジタル化に
ついて学ぶ機会を設けましょう。

（2）　産学官金報の連携による仕事づくり
付加価値を高められる企業となるために、さまざまな連携

（産学官金報）による新しい仕事づくりに挑戦しましょう。会
員間のビジネス交流や大学や研究機関・金融機関などと連携
を強化しながら、市場を広げ、強みを引き出し合える場を同友

会に設けましょう。

（3）　後継者問題・事業継続への取り組みを
後継者育成は重要な経営課題であり、経営指針に事業承継

計画を位置づけて取り組むことが必要です。円滑な事業継続
をいかに行うか、学べる場を設けましょう。

（4）　環境経営の実践を
経営指針に環境方針を明確に位置づけ、二酸化炭素負荷量

の把握と排出抑制、プラスチックごみの削減、再生可能エネ
ルギーへの転換、フードロスの削減など環境経営の実践を通
じた強靭な企業づくりをめざしましょう。中同協では、今年度
も環境経営・エネルギーシフトアンケートを実施します。

23　�同友会が条例制定や活用に取り組む3つの課題と4つの柱：「3つの課題」各同友会が①総会方針に憲章推進を盛り込む。②憲章学習を活動計画に位置づける。
③憲章推進担当（組織、役員）をおく。「4つの柱」①学習活動の具体化。②「中小企業振興基本条例」制定・見直し運動に着手。③「3つの目的の総合実践」
としての認識を深め、組織強化に力点をおく。④自社と憲章との関わりがわかる学習活動を深める。

　

雇用を守り、地域を守るために中小企業と同友会
の魅力を地域に発信しよう

1．地域を守り、中小企業が存続するための活動
　「1社もつぶさない」「雇用を守る」「地域を守る」という一連
のキーワードは、新年度のコロナ対応のための企業づくりと経
営環境改善、同友会づくりのすべての取り組みに通じるもの
です。中同協では、「国民や地域と共に歩む中小企業」の立場
から、コロナの中小企業への影響などに応じて要望・提言を
まとめ、実現へ向けて関連省庁や政党、ほかの中小企業団体、
金融機関などとも懇談を行います。また、これらを通じて積極
的に発信し、中小企業や同友会の魅力を知らせます。

2．�憲章・条例運動の推進で「国民や地域ととも
に歩む」中小企業と同友会の姿を地域に示す

（1）　�中小企業憲章の再学習～「中小企業不要論」を「中小企
業必要論」へ学習の推進

　新政権下で中小企業の低生産性論や再編論がクローズアッ
プされる中、中小企業憲章の再学習を行いましょう。また、4
月に発表された中同協会長談話「中小企業再編論への見解」
などをもとに、中小企業の存在意義や社会で果たしている役
割など、自社の実践を検証しながら、学習を進めましょう。こ
れらを検討する中で、「中小企業は地域のインフラ」として、
地域を担う「地域企業」のあり方も学習・研究することが期
待されます。

（2）　�中小企業振興基本条例推進～制定の目標を立て、実現や
活用に向けた計画を

　中小企業振興基本条例の制定や活用に取り組む中で、会員
を増やし、同友会がめざす企業づくりを広げることが地域を
元気にすることにつながるとの確信が深まっています。各同友
会の自治体単位で条例制定や活用の目標を立て、計画的に取
り組みましょう。
　また、小規模企業振興も意識的に位置づけて取り組むこと
も大切です。地域の特性や社会環境に応じた多様な条例が制
定されています。
　「実態調査」「条例制定」「振興会議」を一体にした取り組み
が地域振興に有効であることが教訓とされています。これか
ら取り組む同友会では先進事例を参考にしつつ、「3つの課題
と4つの柱」23�を軸として、当該地域での防災・減災対応や緊
急事態への対応などBCP策定も検討しましょう。

（3）　「中小企業の日」「中小企業魅力発信月間」の取り組みを
　「中小企業の日」や「中小企業魅力発信月間」については、
中同協としてキックオフ行事を7月6日にオンラインで実施しま
す。開催目的は以下の3点。①中小企業で働いている人が中小
企業に誇りを持てるよう、中小企業の魅力を発信する機会と
する。②国民や自治体、金融機関、学校などが中小企業の重
要性や役割を認識し、中小企業の社会的地位向上に資する場
とする。③中小企業の経営環境改善につながる場とする。
　本企画などを通して、ほかの中小企業団体との懇談などを
積極的に進めていきます。各同友会でも中小企業の存在意義
を発信し、中小企業振興基本条例の推進にも取り組みましょ
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う。

（4）　「日本経済ビジョン」の見直しと地域経済
コロナ禍で生活様式や同友会の活動も大きく変化している

ため、昨年度「中小企業家の見地から展望する日本経済ビジョ
ン」や「同友会運動の将来展望」を見直すこととしました。
日本経済ビジョンについては中同協のすべての組織で議論し、
2022年開催の中同協総会で発表します。各同友会でも日本経
済ビジョンと将来展望を併せて学習し、議論を進めましょう。

（5）　�人材育成を教育機関などとともに～中小企業の真の姿を
地域に伝える

　各同友会では、教育機関と連携した人材育成が広がってい
ます。学校や大学など教育機関は勤労観・職業観の形成と地
域の将来を担う人材の育成の場でもあります。会員経営者が
授業などで講義することは、中小企業の正しい姿や経営者像
を具体的に伝える重要な役割があり、また経営課題の気づき
にもつながります。高等教育のみならず、義務教育への関わ
りも含めて各同友会で位置づけて取り組みを広げましょう。

3．地域金融機関の危機に学習と連携の強化を
（1）　地域金融機関の危機は中小企業の危機～金融問題の学習を
ゼロ金利政策や地域経済の低迷などを背景に地域金融機関

の経営が厳しくなる中、金融庁が「地銀経営統合・再編等サ
ポートデスク」を設けるなど、本格的な地銀再編が進められ
ています。地域金融機関の危機は中小企業の危機でもありま
す。融資だけでなく中小企業の事業を理解し、将来に向けて
アドバイスできる伴走型支援の金融機関でこそ、新たな価値
をつくり出していくことができます。
　中小企業に伴走型支援を行う地域金融について学習を深め、
企業として経営の現状を経営指針や企業変革支援プログラム、
経営デザインシート（内閣府）などで「見せる化」して金融
機関に伝え共有すること（情報の非対称性の解消）、金融機関
のあり方についても研究し学び合いましょう。

（2）　金融機関との対話を深める
　「経営者保証ガイドライン」は、その内容を会内で周知する
とともに、必要に応じて自社でどう生かせるか学ぶ場を設けま
しょう。経営指針に基づいて財務基盤を強化し、経営情報の
透明性を確保し、円滑な事業承継のためにも金融機関と相互
理解を深めることが大切です。
　また、同友会では金融庁のベンチマークも活用し、自社の
経営状況を確認しつつ金融機関との関係強化を図りましょう。
　中同協では今年度、金融機関の全国組織と懇談を行うなど、

対話を進めます。

4．日々の経営の視点から政策課題に関心を持つ
（1）　�経営課題と政策課題の接点を見いだす～「自社経営とコ

ロナレポート」の活用
　昨年度は「自社経営とコロナレポート」が経営労働委員会
と政策委員会から提起され、取り組みが広がりました。外部
環境と内部環境のあり方を考え、地域の課題を経営課題とし
て捉えるツールとして今年度も積極的に活用し論議する機会
を持ちましょう。

（2）　調査をもとに政策提言し、経営と会活動にも活用
同友会で行う実態調査に基づき、対外的に政策提言を行う

同友会が増え、地域での存在感が高まっています。調査・政
策提言・外部発信を総合的に捉え、担当組織・担当者を決め
て取り組むことが重要です。また、調査結果から経営課題を
見いだし経営指針の見直しなど企業経営や、例会内容の検討
資料など会活動に生かす取り組みを強化しましょう。
　中同協企業環境研究センターでは景気実態の把握と発信に
努め、オプション調査ではその時々の経営課題に焦点をあて
た調査を行い政策提言や企業づくりとの連携を進めます。

（3）　�中小企業の継続・発展のための税制実現に向けた学習と
議論を

　消費税が2019年に10％となり、コロナ禍が日本経済の低迷
に追い打ちをかけました。2023年にインボイス制度導入により、
事業者は「適格請求書発行事業者」としての登録が要請され
ます。この制度は、免税事業者の市場からの排斥、簡易課税
制度の廃止にもつながりかねないものです。消費税率の再検
討とインボイス導入の凍結を働きかけます。
　「外形標準課税適用拡大」に対しては、従業員も含めて学び
つつ引き続き反対の声をあげましょう。

5．エネルギーシフトを推進しよう
（1）　振興条例制定運動にエネルギーシフトを位置づけよう
エネルギーや資源の地域循環や地消地産を意識して実践を

進めましょう。地域資源や自然資源を生かした地域づくりや仕
事づくり、法律や制度などの学習を進めましょう。エネルギー
シフトを中小企業振興基本条例運動の具体的な取り組みの方
向として位置づけるほか、「世界首長誓約／日本」24�を要望し
ていくことも視野に取り組みの輪を広げていきましょう。

（2）　�エネルギーシフトの学習と実践で「中小企業家エネル
ギー宣言」を広めよう

24　「世界首長誓約 /日本」とは、持続可能でレジリエント（強靭）な地域づくりをめざし、首長が行動計画を策定する「世界気候エネルギー首長誓約」の地域誓約。



　
　

地域と企業の将来を展望して、課題に応える同友会づ
くりを

1．�「危機の時こそ同友会」「孤独な経営者をなく
す」仲間づくりを

（1）　組織強化と会員増強
新型コロナ感染に伴う影響の長期化が懸念される中で、「命

と健康を守る」「企業と雇用を守る」、そして「地域を守る」と
の強い決意のもと、感染防止対策を徹底し、オンラインも駆使
して本音・本気で関わり合っていきましょう。危機の中、真剣
に学びたいと考える経営者が地域に多く存在しています。「危
機の時こそ同友会」「孤独な経営者をなくす」と声をかけ合っ
て、組織強化や会員増強に取り組み、各同友会で掲げた会勢
目標を達成していきましょう。また、積極的に女性経営者や青
年経営者を巻き込んで、その力や感性を生かした活躍の場を
つくり、女性経営者や青年経営者の会員・役員を増やしてい
きましょう。

同友会づくり第3節

　日本の豊富な自然資源・地域資源で再生可能エネルギーを
生み出すことで、自給率が高まり、新たな中小企業の仕事も
多く生まれます。同友会として、エネルギーシフトの学習と討
議を進め、実践する仲間を増やし、外部との連携を図りなが
ら広げていきましょう。また「中小企業家エネルギー宣言」の
学習・実践を広げましょう。

6．非常時への対応・対策を
　東日本大震災から10年を迎え、中同協では東日本大震災復
興推進本部研究グループREESの後継組織として「危機管理・
災害対策本部」を今年度から設置することとなりました。
　災害や疫病など同友会や中小企業の活動を阻害するさまざ
まなリスクに対し、持続可能な社会をめざして、維持発展で
きる組織づくり（中小企業や同友会）のために、即応できる
本部として常設します。その目的は「①緊急事態時への対応、
②これまでの東日本大震災や豪雨災害、新型コロナの教訓を
風化させない、③同友会と中小企業のBCP策定と実践の推進」
としています。
　昨年度、中同協が発表した『小さな同友会でも対応できる
万能型BCP策定の手引き』を学習し、早期に対応しましょう。
　また、福島同友会の「原子力災害を伴う震災復興経営指針」
では、「災害の時代」に立ち向かう福島の5つの教訓として、
①危機意識の日常化、②防災対応の常態化、③正確な情報の
確保、④風評被害への対応、⑤原発事故への対応に整理。ま
た「非常時対応への日常的な経営課題」、「非常時対応への本
質的な経営課題」などを提起しています。今後、同友会とし
て非常時への対応に参考にし共有・活用すべき内容です。　
　以下の（1）　（2）　について、同友会で学びの場を設け、非
常時への対応・対策を進めましょう。

（1）　地域課題は中小企業の経営課題
中小企業にとって、地域の疲弊は自社の大きな経営課題で

もあります。疲弊する要因や課題は多様ですが、コロナ禍で
インバウンドに依存した観光地が打撃を受けたように、顕在
化していない地域課題、自然災害も含めさまざまな危機に対
応できるよう備えておく必要があります。

①�自らの地域の実態を捉え、地域の特徴と課題を整理しましょ
う。そのことは中小企業振興基本条例の推進運動に関わり、
自らの課題として捉えることにつながります。
②�災害発生時や緊急事態時などの自社のBCPを考えることは
地域のBCPを考えることにもつながります。自社としてま
ずは事業の存続、そして地域の存続に向け、想定される災
害の被害を最小限に抑えるため、事前に対策を講じる「事
前防災」の立ち位置で経営指針の一環として検討し、具体
化に取り組みましょう。

（2）　地域を守る連携の強化
①�「事前防災」および地域のレジリエンス（回復力、復元力）
を高めるために、企業家として事業構想力、実現能力を発
揮し、自社だけでは解決できない分野や地域の課題となっ
ていることを、同友会や自治体などと連携して、「地域事業」
として取り組んでいきましょう。
②�会員間の信頼関係をもとにしたネットワークや経営者や社
員の地域におけるネットワークは、企業を守り地域を守る確
かな絆ともなります。日ごろからのネットワークを大事に育
んでいきましょう。また、そのことは中小企業の社会的存在
意義を自覚することにもつながります。

7．平和をめぐる諸問題について学びと議論を
　中同協ではこれまで総会や全研で平和をめぐる課題として、
「平和と中小企業」をテーマにした分科会を設けてきました。
引き続き今年度も全研で分科会を設けて学びと議論を広げま
す。戦後50年に開かれた中同協第27回総会宣言（1995年）に
学びましょう。「中小企業は平和な社会でのみ繁栄を続けるこ
とができる」との理念に立脚し、同友会の3つの目的に盛り込
まれた「中小企業の経営を守り安定させ、日本経済の自主的・
平和的な繁栄」について深めましょう。同友会会員として一
人の国民として、いま平和をめぐる諸問題の議論が避けられ
ないとの認識に立ち、さまざまな立場の見解があることを踏ま
え、お互いに尊重しながら議論を尽くせるよう取り組みましょ
う。



（2）　オンラインの利活用－会って交流することも大切に
新型コロナ問題の影響は長期化も予想されます。昨年、オ

ンラインを活用した学び合い活動や会議・行事等開催を通し
て、場所を選ばず、移動の時間やコストが緩和され、同友会
活動のメリットが享受できるようになりました。オンラインを
利活用した活動や行事は今後も継続して行っていくことが想
定されます。よりよい学び合い活動のため、情報漏洩リスクや
共有すべきマナーやルールの徹底などに取り組んでいきましょ
う。
　また、実際に会って学び合うという同友会活動の本来のあ
り方や仲間づくりとして同友会のよさを直接伝えることの意義
もあらためて認識されています。感染リスク防止を徹底し、実
際に会って交流することも大事にしていきましょう。

（3）　支部・地区づくり―活動を止めず企業と地域を守る
支部・地区づくりでは、危機の時こそ、仲間との本音・本

質での悩みや課題を話し合い、今後の経営指針の見直しと実
践、対応・対策の意見交換や学びの場が必要です。機動力の
あるセミナーやオリエンテーションを開催するなど、学びの範
囲を広げていきましょう。オンラインの利活用が進み、支部・
地区を越えた参加だけでなく、ほかの同友会からの参加も増
加しています。各同友会のルールとマナーにそって、学びを
深め、実践を交流する機会にしましょう。参加者を集めなが
ら広く交流することも重要ですが、支部・地区の中での身近
で本音での学び合い活動や、実際に集まって交流を深めてい
くことも重要になっています。

（4）　例会づくりと学びの場づくり
例会のオンライン開催が多くなっていますが、同友会は経

営体験を交流し、謙虚に学び合うことが最大の特色です。同
友会の例会は会員の経営体験報告とグループ討論が基本です。
事前準備を行うとともに、座長・室長・グループ長など役割を
持つ人が率先して学ぶよう心がけ、報告者はもちろん参加者
が深く学べるような例会づくりに取り組みましょう。また、グ
ループ討論時間は十分確保し、気づきが得られるグループ討
論を重視しましょう。例会ではゲストの方でも例会やグループ
討論の意義がわかるよう説明を行い、参加しやすいように日中
に開催するなど運営面にも工夫しましょう。コロナ禍の中で、
新しい仕事づくりの取り組みの事例も増えてきています。そう
した危機に立ち向かう実践事例などを積極的に学び、自社の
経営実践に取り込んでいきましょう。

（5）　オリエンテーション・フォローアップ活動
オンラインの行事や活動が増える中で、新会員や会員候補

者フォローが一層課題となってきています。各同友会では工
夫を凝らし、感染対策をしてリアルでのオリエンテーションの
開催やオンラインでもしっかり同友会を伝える活動を展開して
います。『会員増強・組織強化の手引き』を参考に、新会員オ

リエンテーションやフォローアップ活動を工夫しながら展開し
ましょう。オンラインでの開催が全国各地で行われている中で、
所属の支部や地区の例会だけでなく、委員会・部会活動、研
究集会やフォーラムも参加しやすく、適切な情報提供をするな
ど工夫していきましょう。

（6）　自主的・主体的な活動の展開を
同友会らしい活動の進め方や組織運営を学び、同友会の組

織運営を会社で生かし、企業を成長させていきましょう。また、
e.doyu などのオンラインの活用で効率化や情報共有を進める
ことも重要です。業種別や経営課題に沿った悩みを気軽に話
し合い、相談できる場づくりや連携を模索するなど自主的・主
体的な活動を展開して、新しい仕事づくりと連携の可能性を
広げていきましょう。

2．未来に向けた同友会活動の展開を
（1）　新支部・新地区づくりと対企業組織率の目標
会員企業がいない市区町村は全国でまだ約21%あります。

中長期的な組織づくりを展望し、どこの地域に新支部・地区
をつくるのかも検討していきましょう。既存支部・地区におい
ても、域内の空白地域に会員を増やしていきましょう。オンラ
インの利活用で交通の便が悪い地域の経営者の方にも声をか
けやすい状況が生まれています。コロナ禍の中、地域の中で
課題に悩んでいる経営者に声をかけていきましょう。各市区
町村で対企業組織率の目標を掲げましょう。同友会運動の将
来展望では全国で5％の対企業組織率を目標にしています。

（2）　�委員会・部会活動―強靭な経営体質とよい会社をめざす
実践を

　委員会・部会活動は、同友会運動と理念を具体的に学び実
践することが重要です。このような危機にあってこそ、機動的
かつ迅速に課題解決に取り組み、強靭な経営体質とよい会社
をめざす活動を展開していきましょう。オンラインの活用が進
む中で、広く参加を呼びかけることができるようになっている
ので、委員会・部会活動を広める例会やオリエンテーションな
どにも取り組みましょう。

（3）　ITの活用、広報・情報化とe.doyu
―ポストコロナを見据えた対応を

　会員の声や会員企業の経営課題に関わる情報を集め、同友
会運動を会内や対外的に発信する「情報創造」を進めていき
ましょう。コロナ禍の中で各同友会では、SNS や動画配信、
特設ホームページなど活用を進めています。コロナの支援施
策や会員の実践事例などわかりやすく伝え、経営の危機突破
のための情報発信に力を入れていきましょう。
　広報活動は組織活動の重要な柱です。機関紙など紙媒体と
ホームページや e.doyu のデジタル媒体など、それぞれの役割
と重要性をあらためて確認し、会内外への広報や情報発信を



進め、情報を確実に伝わるようにしていきましょう。
　中同協としては、e.doyu に全国版アンケートシステムや全
国交流掲示板、LINEの活用を図ります。「中小企業家しんぶん」
の紙面の充実を図り、「激動をよき友に」をテーマにメールマ
ガジンDoyuNewsで連載します。

（4）　青年経営者と後継者の育成を
青年経営者の会員を増やして、会の次代の担い手を育てる

ことは、同友会を強い組織にしていくことになります。同友会
と企業の後継者、青年リーダーを育成していきましょう。中同
協青年部連絡会では、同友会理念と「2030VISION」に基づい
て活動を進めていきます。また、中同協では、第49回青年経
営者全国交流会（9月9日、オンライン開催・岐阜）を開催します。

（5）　女性会員の活力を生かす活動を
経営を学び刺激し合い励まし合う女性経営者の輪を広げ、

目標を持って積極的に仲間づくりを進めましょう。育ち合いの
中で女性リーダーを増やし、同友会の女性役員比率を高めて
いくことも意識して取り組みましょう。女性部活動では、女性
ならではの視点からの提起や実践を広げる活動のほか、同友
会運動全体に関わり学びの幅を広げ、女性の会員や役員を増
やしていきましょう。中同協では第24回女性経営者全国交流
会（6月29日、オンライン開催・愛知）を開催します。

（6）　シニア世代の活躍できる場づくり
同友会や企業経営で長い経験を積んだシニア世代の会員間

の交流を深め、経営体験の交流はもとより事業承継などを学
ぶ場、またその経験を若い世代との交流で生かす場づくりな
ども大変重要になってきています。それぞれの同友会の創立
時の経験やシニア会員の経営体験にも学ぶ場をつくりましょ
う。

（7）　連携した仕事づくりの取り組みを
営業形態や商品サービスの提供がオンラインで進んでいま

す。またソーシャルディスタンスや新しい生活様式などの要請
がある中で、非接触型のサービスや仕事が望まれているなど、
コロナ禍において求められるモノやサービスが変わってきてい
ます。一社では解決できない問題も多く、課題に立ち向かうた
めに仲間を集め、連携し、新しい仕事づくりに取り組んできま
しょう。

3．組織・財政基盤の強靭化を
（1）　役員の役割・役員研修・役員会
役員・リーダーが率先して自らの企業を変革し、危機を乗

り越え、地域の未来を守るという共通認識を持って取り組むこ
とが重要です。地域に同友会の輪を広げ、地域の企業が成長
発展できるような学び合い活動を展開していきましょう。また
役員研修では『同友会運動発展のために』や『中同協50年史』

を活用して進めましょう。中同協では役員研修会を開催します。

（2）　事務局づくり
会員とともに同友会運動を推進する事務局員は、同友会運

動の歴史や理念を継承し、発展を支えています。事務局づく
りは会全体の責任として代表役員や事務局長が役割を果たし、
企業づくりのモデルとなるような事務局づくりを進めましょ
う。「ともに時代を切りひらく―中小企業家同友会の事務局に
ついて」（中同協、2008年）を確認し、事務局員の人格が尊重
され個性や能力が発揮されるよう、労働条件や労働環境を整
備し、計画的に採用・育成を進め、給与や福利厚生などの待
遇も改善していきましょう。
　中同協では、全国の事務局員の採用や育成、同友会歴史や
理念を学び合い、事務局の労働環境改善や条件整備、待遇改
善などの経験交流を進めます。第2次事務局プロジェクトの答
申に掲げられた課題を改善するよう取り組みます。また、全国
事務局長会議、全国事務局員研修会を開催します。

（3）　役員・事務局員の世代交代への計画的な対応を
社会全体が世代交代期を迎え、事業承継、経営幹部や技術

者などの世代交代が企業の重要な課題となっています。同友
会の役員・事務局員においても同様の課題があり、世代交代
への計画的な対応を進めましょう。

（4）　財政運営と財政基盤の強化
新型コロナ問題の長期化が懸念される中で、組織・財政・

事務局の運営を見直すともに、感染リスクが長期化しても運
営を継続できる体制を早急に整備しましょう。
　直面する新たな課題に対応し、環境の変化に対応できる組
織・財務・事務局の運営を継続するという側面と、新たな課
題に対応するという強化の側面の両面を持ち、感染拡大の影
響長期化を想定し、次代を展望した同友会づくりをしていきま
しょう。

（5）　組織として危機管理と災害等への対応・対策の検討を
東日本大震災から10年が経ち、その教訓を生かすことが重

要です。あらゆるリスクを想定して、組織として危機管理と災
害等への対応・対策を検討していきましょう。中同協では、東
日本大震災復興推進本部研究グループREESの後継組織とし
て、あらたに中同協危機管理・災害対策本部を設置し研究と
対応を進めます。

4．�全国の同友会活動・ブロック活動を強化し連
帯を広げよう

（1）　全国行事（定時総会・全研）
第53回定時総会（6月1日、オンライン開催）を開催し、危機
突破に向けてあらためて全国での連帯を強めていきましょう。
また、中小企業問題の研究とともに、「人を生かす経営」の実



むすび　
　
今年度も景気の動向は不透明で、産業・社会の大きな変革が
急激に進みつつあります。中小企業にとってまさに正念場が
続くことが予測されます。
中小企業憲章には、中小企業は「常に時代の先駆けとして積
極果敢に挑戦を続け、多くの難局に遭っても、これを乗り越え

てきた」と謳われています。
今こそ、自主・民主・連帯の精神を発揮し、困難を乗り越え
てきた先人に学び、「積極果敢な挑戦」を続けていきましょう。
地域や日本の新たな未来を切り開くという自覚を持って、企業
や同友会運動のさらなる発展をめざしていきましょう。

践を推進するため、第52回中小企業問題全国研究集会（2022
年2月17～ 18日・大分）を開催します。

（2）　ブロック活動・行事
全国の同友会活動・ブロック活動を強化し連帯を広げてい

きましょう。中同協と各同友会の機能を補完する組織として地
域ごとの「ブロック」があります。ブロック活動は①地域の近
接する同友会役員同士が交流し、学び合い、同友会を質量と
もに強化する契機としていること。②全国的課題を実行する
ための論議と経験交流の場としていること。③必要に応じて
ブロック内の同友会間で相互連携や協力を行うことです（『同
友会運動発展のために』より）。ブロック活動では、各同友会
の経験や教訓の交流を図って、近くで学べるよさを生かしな
がら、それぞれの同友会運動を推進しましょう。代表者会議、
支部長交流会、事務局研修などで交流を深めていきましょう。
各同友会の増強目標を確認し合い、ブロック内で連携し会員
増強を盛り上げていきましょう。
　オンラインの利活用によりブロックの会議や行事が増えてい
る傾向がありますが、課題や目的を明確に交流を深めましょう。

（3）　同友会間での活動交流や複数同友会の合同行事
さまざまな課題や要望に基づいて都道府県の枠を超えた交

流が行われています。近年では意欲的な役員同士が意気投合

し、複数の同友会の課題別組織（委員会、部会等）による合
同例会や交流会、中同協の地域ブロックを冠した行事が取り
組まれるようになりました。
　これらの行事が、開催趣旨に則して円滑に準備・運営が行
われるよう、「ブロックおよび複数同友会の合同行事の開催に
関する申し合わせ」をしっかり確認し、取り組みを進めましょ
う。また、複数同友会が関わる場合の行事には、近年多発す
る災害などが原因での延期や中止が想定されるため、イベン
トの損害や傷害など保険を掛けるなどリスク管理は徹底して
いきましょう。

（4）同友会を越えたオンライン行事の参加にあたっての注意点　
オンライン行事では同友会の枠を超えた参加も増えていま

す。参加にあたってはほかの同友会の会員が参加可能な公開
行事であることを確認しましょう。また申込方法や参加費など
各同友会や行事ごとで異なります。ルールとマナーを守りなが
ら交流を深めていきましょう。わからない場合は最初に所属す
る同友会の事務局に連絡し、行事を主催する同友会の事務局
に確認するようにしましょう。また、昨年度中同協が発表した
「オンライン会議の有用性・可能性および運用のガイドライン」
第1版を参照しましょう。全国の公開行事を確認するには、各
同友会のホームページなどのほか、中同協の e.doyu（https://
doyu.jp/edoyu/）が活用できます。
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中小企業家同友会全国協議会規約
　中小企業家同友会は、「日本経済の真の担い手は中小企業である」との高い自覚と使命感をもち、1957（昭和 32）年 4月、日
本中小企業家同友会として東京に生まれました。
　その後、12年の活動を経て、1969（昭和 4）年 11月、5同友会、2準備会の参加で中小企業家同友会全国協議会（中同協）が
設立されました。
　中小企業家同友会は、中小企業の繁栄を図ることにより、地域社会と日本経済全体の発展に寄与し、かつ中小企業の社会的地
位の向上をめざす中小企業家自身によって構成し運営される自主的で民主的な団体です。
　中小企業家同友会全国協議会（中同協）は、全国都道府県の中小企業家同友会による協議体で、各地同友会の自主性を尊重し、
その代表者による協議によって本会の目的を達成するために必要な活動を行います。
　本会の運営にあたっては、同友会運動の歴史的蓄積と優れた伝統と理念を創造的に発展させ、あわせて協議体としての性格を
尊重して会務を遂行します。

――（名　　称）
第 1条　本会は中小企業家同友会全国協議会（中同協）と称し、事務局を東京都内におきます。
――（目　　的）
第 2条	 本会は次の目的の実現をめざして運動を進めます。
――（1）― 本会は、ひろく会員の経験と知識を交流して企業の自主的近代化と強靭な経営体質をつくることをめざします。
――（2）― ―本会は、中小企業家が自主的な努力によって、相互に資質を高め、知識を吸収し、これからの経営者に要求される総合

的な能力を身につけることをめざします。
――（3）― ―本会は、他の中小企業団体とも提携して、中小企業をとりまく社会・経済・政治的な環境を改善し、中小企業の経営を

守り安定させ、日本経済の自主的・平和的な繁栄をめざします。
――（活　　動）
第 3条	 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行います。
――（1）― 各地同友会の活動経験交流と会員相互の経営体験交流を促す活動。
――（2）― 中小企業の経営を守り発展させる施策について国および関係機関に対し要望・提言する活動。
――（3）― 中小企業にふさわしい労使関係の確立および人材確保と教育のための活動。
――（4）― 定期的機関紙（誌）などの発行、情報の提供、その他必要と思われる調査・研究・広報活動。
――（5）― その他、本会の目的達成に必要な活動。
――（構　　成）
第 4条	 本会は都道府県の中小企業家同友会（各地同友会）によって構成します。
――（加入・退会）
第 5条	 本会への加入および退会は、当該都道府県同友会の申請により幹事会の承認を得るものとします。
――（分　担　金）
第 6条	 本会の分担金は別に定めます。
――（総　　会）
第 7条	 総会は本会の最高決議機関で年 1回定期的に開催し幹事会が招集します。
――（1）― ―総会では、①活動総括及び活動方針、②決算及び予算、③規約の改廃、④会長、副会長、幹事長、幹事、監事、―名誉

役員の選出、解任の決議を行います。
――（2）― ―総会は、3分の 2以上の同友会の出席によって成立します。ただし、各地同友会は過半数の代議員の出席をもって有効

とします。
――（3）― 臨時総会は、幹事会が必要と認めた場合に開催します。
――（幹　事　会）
第 8条	 幹事会は総会につぐ決議機関であり、かつ会の事業を執行します。年 5回以上開催し、会長が招集します。
――（正副会長会議）
第 9条	 本会の協議機関として正副会長会議をおき会長が招集します。



――（役　　員）
第 10条	本会に次の役員をおきます。
会　長― 　本会を代表し、総会で選出します。
副会長― 　会長を補佐し、事情ある場合は会長を代行します。副会長は幹事の中から総会で選出します。
幹事長― 　会の方針の執行を統括し、総会で選出します。
幹―――事― 　幹事会に出席し、総会、幹事会の決定事項を遂行し、総会で選出します。
専務幹事　必要に応じて専務幹事をおくことができます。専務幹事は、会の日常業務を統括し、幹事会で互選します。
監　　事　本会の会計並びに業務を監査し、総会で選出します。
名誉役員　会に功績のあった人を相談役、顧問などの名称による名誉役員にすることができます。

　名誉役員は総会で承認されます。
役員の数は別に定めます。
役員の任期は 1年とし、再任は妨げません。
――（委員会・連絡会）
第 11条	 	会務の遂行にあたり、幹事会の承認をえて委員会・連絡会等を設置することができます。その構成は目的に応じて決定

します。
――（ブロック）
第 12条	会活動の発展のために、各地同友会を広域に編成するブロック体制を組みます。その構成は幹事会で決定します。
――（事　務　局）
第 13条	本会の日常業務を円滑に行うため事務局を設けます。

事務局長および事務局員の任免は幹事会が行います。
――（会計年度）
第 14条	本会の会計年度は、4月 1日より翌年 3月 31日までとします。
――（財　　政）
第 15条	本会の財政は分担金、特別分担金、寄付金、活動収入で賄います。
――（規約の改廃）
第 16条	この規約の改廃は総会で行います。
――（実施年月日）
第 14条　この規約は、1969（昭和 44）年 11月 17日より実施します。
　“付　則”― この規約は、1974（昭和 49）年 6月 7 日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、1977（昭和 52）年 7月 16日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、1981（昭和 56）年 7月 4 日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、1984（昭和 59）年 7月 9 日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、1985（昭和 60）年 7月 7 日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、1991（平成 3）年 7月 18日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、2006（平成 18）年 7月 14日一部改正して即日実施します。
　“付　則”― この規約は、2015（平成 27）年 7月 10日一部改正して即日実施します。



中小企業家同友会全国協議会 総務運営規程
第1章　総��則

第１条（目的）
　―　この規程は、中小企業家同友会全国協議会規約の精神に基づいて、会を自主的、民主的に運営するための基準を定めたもの
です。この規程に定めていない事項は、幹事会の決定によります。

第2章　総��会
第２条（総会の意義）
―　総会は全国の同友会運動の成果と教訓のまとめを行い、新年度以降の運動の方向性について同友会理念の原点から確認し、
同友会運動の発展につなげる契機とします。
―　議案の作成・提案・意見集約を通じて、総会当日までに十分な討議を各地同友会で行うことを重視します。また各地同友会
会員に総会への積極的参加を呼びかけ、全国の成果と教訓を各々の同友会運動に反映し、実践を促します。

第３条（総会の構成）
　―　総会は中同協幹事と代議員によって構成します。ただしオブザーバーの出席は認められますが、議決権はありません。
第４条（代議員）
―　代議員は各地同友会であらかじめ選出し、代議員数はその都度幹事会で確認します。代議員は総会決定を各地に持ち帰り、
その実践の先頭に立ちます。

第５条（総会議案）
―　規約第７条の定めによる総会決議事項は、幹事会により議題および議案として提案します。
―　活動報告、情勢、新年度活動方針は総会開催前に全会員に周知し、同議案に関する意見集約は各地同友会を通じて行います。
―　総会議案の作成手続きは、別に定めます。
―　総会を経て確定したすべての総会決議は、全会員に公開します。

第６条（総会の企画 ･ 設営 ･ 運営）
―　総会の企画･運営等は、幹事会の下において以下の通り取り組みます。
―　1．総会の企画は幹事会が責任を負うものとします。
2．―設営担当の同友会は、実行委員会等を組織し、総会成功に向けた取り組みを行うとともに、設営を通じて、自らの同友
会と企業の発展につなげるような取り組みを行います。―

　3．―総会の議事運営のルールはあらかじめ幹事会で定め、代議員に周知します。定めていない事柄に関しては議長団の裁量
に委ねます。

第3章　幹事会
第７条（幹事会の構成）
―　幹事会は、会長、幹事長と幹事によって構成されます。
―　幹事欠席の場合は、その他の委員が代行して出席することができます。各地事務局員は、幹事を補佐するために出席するこ
とができます。
　―　監事は幹事会への出席が義務づけられます。
第８条（幹事会の権限）
―　幹事会は、以下の権限を持ち、この権限を会長や幹事に委任することはできません。
1.―重要な財産の処分及び譲り受け
2.―多額の借財
3.―重要な事務局員の任免
4.―事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

第９条（第1回幹事会の任務）
―　総会で新しく選任された幹事は、総会後ただちに第1回幹事会を開催し、専務幹事及び、各委員会・連絡会・推進本部・推
進協議会の担当幹事と委員、並びに非専任の中同協事務局次長を選任します。

第10条（幹事会の定足数）
　―　幹事会は、過半数の同友会からの出席および幹事総数の過半数の出席によって成立します。
第11条（幹事会の決議）
―　幹事会の決議は、議論を尽くすことを前提に安易に多数決はせず、全会一致を原則とします。ただし、合意の得られない場
合は継続審議とし、早期の判断を要する案件の決議については、出席者の五分の四以上にあたる多数をもって決します。

第12条（正副会長会議）
1.―同友会運動の課題について協議するため、正副会長会議を設置します。
2.―会議の構成員は、会長、幹事長、副会長、専務幹事（不在の場合は事務局長が代行）とし、相談役幹事が加わることができます。



3.―会長、幹事長、専務幹事、監事、名誉役員の推薦について協議します。
4.―中同協事務局次長会議の推薦を受け、協議の上、中同協事務局長を幹事会に提案します。

第13条（三役会）
1.―中同協の運動全体及び事務局の日常業務を協議するため、三役会を設置します。
2.――三役会は会長、幹事長、専務幹事（不在の場合は事務局長が代行する）で構成し、相談役幹事が加わることがで
きます。

第14条（中同協事務局次長会議）
　―　全国的重要課題について検討し、必要に応じて中同協三役会、中同協幹事会に提案するため、中同協事務局次長会
議を設置します。運営の細則は別途定めます。

第4章　役��員
第15条（役員の選出方法等）

1.―会　　長　　広く全国の会員の中から内外に会を代表するにふさわしい者を、総会で選出します。
2.―副―会―長　　ブロックに属するそれぞれの会で選ばれた中同協幹事の中から総会で選出します。

会長を出した同友会から副会長を出すときは、その諾否を総会にはかるものとします。
必要に応じて前期幹事会の推薦で員外幹事より選出することができます。

3.―幹―事―長　　総会で選出します。
4.―専務幹事　　幹事会で互選します。
5.―幹　　事　　―各地同友会の推薦に基づき、役員選考委員会及び前年度幹事会の審議を経て総会で選出します。数

は各地同数の3名とします。ただし、前期幹事会が認めた場合は幹事の数を増やすことができます。
また、前期幹事会の推薦があった場合、員外からも選出できます。

7.―監　　事　　数は3名以内とします。―
8.―名誉役員　　総会で選出します。

第16条（役員の任期）
　―　役員の任期は総会の終結時から、次の定時総会終結時までとし、再任を妨げません。
第17条（役員選考委員会）
1.―幹事会は、次年度の役員選考のために役員選考委員を指名します。
2.――役員選考委員会の構成は各ブロックから1名とし、各地同友会および正副会長会議から推薦された次期役員候補を
選考し、幹事会に提案します。
3.―役員選考委員長は委員の互選とし、幹事会を代表して次期役員を総会に提案します。

第18条（役員報酬）
　　役員は原則無報酬とします。ただし、常勤する役員については、別に定めます。
第19条（常勤役員）
　常勤役員には役員報酬を支給します。服務については事務局員の就業規則を準用します。

第5章　専門委員会・連絡会等
第20条（専門委員会）
　―　幹事会の委嘱に基づいた各専門分野の経験を交流し、全国的な運動の発展を期すため、下記の専門委員会を設置し
ます。専門委員会の改廃は幹事会が行い、委員は所属同友会の事前承認を得て、幹事会で選任します。
①―対外委員会 ②―政策委員会 ③―広報委員会　　④―共同求人委員会　　⑤―社員教育委員会
⑥―経営労働委員会　⑥―障害者問題委員会　⑦―財務委員会　　⑧―環境経営委員会

第21条（連絡会） 
　―　全国の部会活動の発展を期すため、下記の連絡会を設置します。連絡会の改廃は幹事会が行い、委員は所属同友会
の事前承認を得て、幹事会で選任します。
①―企業連携推進連絡会　　②―女性部連絡会　　③―青年部連絡会

第22条（推進本部）
　―　幹事会の委嘱に基づく全国の運動推進と課題解決を推進していくため、下記の推進本部を設置します。推進本部の
改廃は幹事会が行い、委員は所属同友会の事前承認を得て、幹事会で選任します。
①―5万名推進・組織強化本部　　②―中小企業憲章・条例推進本部　　③―情報化推進本部

第23条（推進協議会）
　―　複数の専門委員会等が連携して運動を推進していくため、下記の推進協議会を設置します。推進協議会の改廃は幹
事会が行います。
①―人を生かす経営推進協議会（共同求人委員会、社員教育委員会、経営労働委員会、障害者問題委員会）　②エネル
ギーシフト推進協議会（環境経営委員会、企業連携推進連絡会、政策委員会、経営労働委員会）

第24条（プロジェクト等）
―　専門委員会などのもとに、課題に応じたプロジェクトやワーキンググループを設置することができるものとします。



プロジェクトやワーキンググループの設置および改廃は幹事会の承認を得るものとします。
第25条（災害対策本部）
―　災害等への中同協の対応について、中同協三役会および被災地域のブロック担当副会長などで協議し、災害対策本
部を設置することができるものとします。

第26条（研究センター・専門家・研究者）
　―　同友会運動を科学的に推進するために、研究センター等を設置することができるものとします。研究センターの設置
及び改廃は幹事会の承認を得るものとします。
　―　また本会の趣旨に賛同し、運動の発展に協力する意志のある専門家や研究者を、第20条から第25条の組織の委員や
顧問などに委嘱することができるものとします。委員の委嘱は、幹事会の承認を得るものとします。

第6章　ブロック
第27条（ブロック）
1.―中小企業家同友会全国協議会規約（以下「規約」）第12条に基き、下記の通りブロックを編成設置します。
―　―①―北海道ブロック（北海道）
――②―東北ブロック（青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島）

――　③―関東・甲信越ブロック（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟）
――④―中日本ブロック（富山、石川、福井、静岡、愛知、三重、岐阜）

――　⑤―関西ブロック（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）
――⑥―中国ブロック（鳥取、島根、岡山、広島、山口）

――　⑦―四国ブロック（香川、徳島、愛媛、高知）
――⑧―九州・沖縄ブロック（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄）
2.―ブロック行事に関する申し合わせは別途定めます。

第7章　事務局
第28条（事務局の設置）
―　全国の同友会運動のセンターとして、また日常業務を円滑に推進するために事務局を設置し、専従の事務局員を配置
します。

第29条（事務局長）
―　事務局には事務局長をおき、事務局を統括します。

　―　事務局長は、中同協事務局次長会議の推薦を受け正副会長会議の協議を経て幹事会で任命します。
第30条（服務規程）
―　事務局員の就業規則は別に定めます。

第8章　分担金
第31条（分担金）
―　本会財政を支えるため、規約第6条に基づく各地同友会の分担金を以下のように定めます。

　―　分担金は下記の団体割と、会員割（会員1人当たり月額200円）からなり、会員数は四半期ごとの期首申告に基づき、
一括請求します。
―　団体割りは、会員数300名以下は月額1,000円、301～ 400名が6,000円、401～ 500名が15,000円、501～ 700名が25,000
円、701～ 1,000名が37,000円、1,001 ～ 1,500名が50,000円、1,501 ～ 2,000名が60,000円、2,001 ～ 2,500名が70,000円、2,501
～ 3,000名が80,000円、3,001名以上が100,000円とします。

第9章　経　理
第32条（経理規程） 
――――経理処理は別に定める「経理規程」によるものとします。

第10章　付　則
第33条　この規程は、2019年10月8日より発効します。
第34条　この規程の改廃は幹事会が行います。



中小企業家同友会全国協議会	総会議案の作成手続きについての細則

1、総会議案の作成手続き

イ .―中同協事務局内に議案起草プロジェクト（以下プロジェクト）を立ち上げる（10 月）。プロジェクトは、

各レベルでの論議を反映させて議案の改稿起草を行う。

ロ .―全国事務局長会議までに全国の運動の中間集約を行い、議案骨子（1次案）を作成し、中同協事務局次長

会議と全国事務局長会議に提案し、意見交換する（12 月）。

ハ .―ロで出された事例や意見を反映し、骨子（2次案）を作成。三役会から第 3回幹事会に提案し、意見交換する（1

月）。

ニ . ハの意見を反映し、原案を起草し第 4回幹事会に提案し、意見交換する（3月）。

ホ . ニの意見を反映し、1次案を作成し、中同協事務局次長会議で審議する（4月上中旬）。

ヘ .―ホの意見を反映し、2次案を作成し、中同協正副会長、本部長、専門委員会連絡会担当常任幹事のグルー

プで審議する（4月中下旬）。

ト .―ヘの意見を反映し、3次案を作成し、中同協幹事と各同友会事務局長に送付し意見を求めるとともに、上

記ヘの役員を除く中同協幹事（各同友会 1名）で審議する（5月上中旬）。

チ .―トのグループの意見を反映し、最終案を作成し、「中小企業家しんぶん」6月 5日号で全会員に送付（中同

協第 4回幹事会の 1週間前に到着）し、意見を求め、各同友会を経由して集約する（6月末締切）。

リ .―最終案を中同協第 5回幹事会で確認し、総会議案集（総会当日配布）に実践事例集とともに掲載する。

ヌ .―各同友会で集約された意見と総会分科会で出された意見を反映し、決議文と議案への意見への回答を作成

し、e.doyu「幹事会掲示板」に掲載し、幹事の確認を得て、報告集（中同協誌）およびホームページに掲載する。

ル .―状況によりスケジュールなどを変更する必要が生じた場合は、幹事会で承認を得て変更する。

2、改廃

本細則の改廃は幹事会で行います。

以上

2021 年 5 月 11 日
中小企業家同友会全国協議会　第 52 期第 5 回幹事会
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